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受動喫煙の防止を進めるための効果的な行政施策のあり方に関する研究
研究代表者 産業医科大学 産業生態科学研究所 教授 大和 浩
研究要旨：本研究の第 1 の目的は、受動喫煙防止対策として建物内〜敷地内の全面禁煙化を推進す
ることにより受動喫煙に起因する健康被害を抑えることである。第 2 の目的は、喫煙しにくい環境を
つくることにより喫煙者の禁煙企図を高め、禁煙実行者を増やし、喫煙率を減少させることによって
喫煙関連疾患の減少に寄与することである。
受動喫煙防止対策の最善の方法は、
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(WHO FCTC)」第 8
条「たばこの煙にさらされることからの保護」で示され、すでに 45 ヵ国で実施されているようにサー
ビス産業を含むすべての屋内施設を全面禁煙とする受動喫煙防止法を成立させることである。また、
そのような法的規制が実施された国では、国民の脳血管疾患や気管支喘息などの疾患が減少したこと
が報告されている。しかし、わが国ではそのような法規制を施行する準備は整っていない。逆に、厚
生労働省が 2002 年に示した「分煙効果判定基準策定検討会報告書」
、および、2003 年の「職場におけ
る喫煙対策のための新ガイドライン」が推奨する「一定の要件を満たす喫煙室」の存在が全面禁煙化
の阻害要因となっている事例も多く見受けられる。
本研究では、全国の主要な 121 自治体（47 都道府県庁、46 道府県庁所在市、23 特別区、5 政令市）
の受動喫煙対策を先行研究から通算 7 回目となる調査を実施し、受動喫煙防止対策の優劣の比較が可
能な一覧表の作成、グッドプラクティスの収集を行い、各団体にフィードバックした。すでに職場の
全面禁煙化を実施した団体では、喫煙率が統計的に有意に変化に減少したことを確認した。また、今
後、喫煙室からのタバコ煙の漏れを指摘することで全面禁煙化の契機とすることを希望する団体用に、
喫煙により発生する微小粒子状物質（PM2.5）の測定協力も行った。さらに、WHO FCTC のホームページ
に公開されている各国情報からわが国の立ち後れを指摘した（大和、太田、姜）
。
地方自治体における受動喫煙防止条例の普及を図るため、条例化の検討が行われたが憲章にとどま
った京都府の経緯について、既存の資料の収集と関係者からの聴取により、議論内容と経緯の精査を
行ない、問題点と課題を検討した。その結果、条例化を実現するためには、知事のリーダーシップの
下での行政の主体的な取組が必要であることが改めて確認された。また、タバコ産業やサービス産業
からの政策決定者や行政へのロビー活動が活発であるため、今後その対応策を具体的に検討し、これ
から検討する自治体の担当者に呈示することが重要であると考えられた（中村）
。
喫煙によって発生する酸化的 DNA 損傷は突然変異を誘発し、がんや糖尿病、循環器疾患などの原因
になることが知られている。
酸化的 DNA 損傷の代表的なマーカーである尿中 8-OHdG を計測したところ、
喫煙者が禁煙した際には低下し、喫煙の再開によって有意に増加することが明らかとなった。今後、
喫煙・受動喫煙の曝露量との関係を調査することによって、受動喫煙に曝露されている労働者の生体
影響指標として応用できる可能性について検討した（河井）
。
たばこ副流煙を曝露した 3 種類の異なる洋服の生地から発生するたばこ臭の要因として知られるア
ルデヒド類，複素環式化合物，芳香族炭化水素類などの化合物が，いずれの布からも検出され，これ
らは空気中へ一定の割合で拡散していること、つまり、2010 年の健康局長通知で「残留たばこ成分」
という新しい概念として情報提供が必要、と記載された現象を実験的に確認した（分担：欅田）
。
以上の研究成果を地方自治体、さらには国全体の行政施策のあり方に反映させていくことが必要で
あると考えられた（本研究成果の公開：http://www.tobacco-control.jp/）
。
－1－

Ａ．研究目的

煙を防止するために全面禁煙とすべきこと

本研究の第１の目的は、喫煙室を残すことな

８）自家用車についても、子どもが同乗した状

く、建物内・敷地内全面禁煙を推進することに

態での喫煙には法的規制が必要であること

より受動喫煙に起因する健康被害をなくすこと
である。第２の目的は、全面禁煙化により喫煙

今回、受動喫煙防止対策を進めるための効果

しにくい環境をつくることにより、喫煙者の禁

的な行政施策のあり方について提言を行うため

煙企図を高め、喫煙実行者を増やし、喫煙率を

に、以下の 4 つの研究をおこなった。

減少させることによって国民全体の喫煙関連疾

１．地方自治体の受動喫煙対策の実態及び課題

患の減少に寄与することである。

に関する研究（大和、太田、姜）

先行研究である「受動喫煙対策にかかわる社

２．自治体における受動喫煙防止対策の効果的

会環境整備についての研究」「わが国の今後の

な推進方策の検討と普及に関する研究（中村）

喫煙対策と受動喫煙対策の方向性とその推進に

３．喫煙・受動喫煙による遺伝子障害の指標の

関する研究」「飲食店等多数の者が利用する施

検討に関する研究（河井）

設における受動喫煙対策の実態及び課題に関す

４．たばこ副流煙指標物質を用いた残留たばこ

る研究」において、以下の内容について実験的

成分の評価手法の確立に関する研究（欅田）

な検討と調査票による実態調査をおこない、わ
が国の受動喫煙防止対策の進むべき方向を以下

Ｂ.研究方法

のように示してきた。

１．地方自治体と中央官庁における受動喫煙対
策の実態及びその課題

１）喫煙室を設ける空間分煙では受動喫煙を防

先行研究に引き続き、主要な 121 地方自治体

止することはできないことから、建物内・

（47 都道府県庁、
46 道府県庁所在市、
23 特別区、

敷地内の全面禁煙が必要であること

5 政令市）に調査票を郵送し、

２）官公庁では最低でも建物内全面禁煙とし、
最終的には敷地内全面禁煙の達成を目標と

・ 建物内・敷地内禁煙の実施状況

すること、かつ、勤務時間中の喫煙を禁止

・ 公用車の禁煙化の実施状況

する措置をとり、喫煙する職員には禁煙支

・ 勤務時間中の喫煙制限の実施状況

援を提供すること

・ 職員に対する禁煙支援の実施状況
について 7 回目となる調査を行った。

３）医療施設、特に、地域医療の拠点である医
歯学部と大学病院は速やかに敷地内禁煙と

２．自治体における受動喫煙防止対策の効果的

するべきであること

な推進方策の検討と普及に関する研究（中村）

４）喫煙室からのタバコ煙の漏れを防止するこ

受動喫煙防止対策の条例化を検討したが、

とは不可能であるため、一般の職場におい
ても規模の大小、業種にかかわらず、速や

憲章にとどまった京都府の関係者を招いた

かに建物内全面禁煙とすべきであること

座談会を開催し、条例制定の経緯や問題点等

５）飲食店等のサービス産業は、利用者の受動

を聴取した。その際の発言記録と既存の資料

喫煙を防止する、という観点ではなく、そ

を参考に、条例化に向けた問題点や課題、今

こで働く従業員を職業的な受動喫煙から保

後の方策について検討した。

護する、という観点から速やかに全面禁煙
３．喫煙・受動喫煙による遺伝子障害の指標の

とするべきであること

検討に関する研究（河井）

６）屋外であっても風下側では数十ｍにわたっ
て受動喫煙が発生するため、建物の出入口

喫煙による健康影響の指標として広く測

は屋内に準ずる空間として禁煙とすべきで

定されている酸化的 DNA 損傷のマーカーであ

あること

る尿中 8-OHdG を、禁煙する前後、および、
再喫煙の前後で測定した。

７）屋外であっても通学路や公園など子どもの
利用が想定される場所については、受動喫
－2－

ら、今後の条例制定にあたっては、検討委員

４．たばこ副流煙指標物質を用いた残留たばこ
成分の評価手法の確立に関する研究（欅田）

会のありかた、首長・議員への働きかけ、規

3 種類の異なる洋服の生地（20×20 cm，フ

制の対象と内容、タバコ産業からの議員や委

リース，セーター，シャツ）に自動喫煙装置

員を経由した政策への干渉の可能性とその

を用いてたばこ副流煙を曝露させ，チャンバ

対応策について十分な検討と準備を行う必

ー内に移した後，布から発生する VOCs を，

要があることが確認された。とくに、知事の

捕集剤を充填させたサンプラーにより捕集

リーダーシップの下での行政の主体的な取

した。その後，1，6，24，72 時間の経時的な

組が必要であることが改めて確認された。ま

濃度変化を加熱脱着-GC/MS により調べた。

た、タバコ産業やサービス産業からの政策決
定者や行政へのロビー活動が活発であるた

Ｃ．研究結果

め、条例化の際に論点となる受動喫煙の健康

１．地方自治体の受動喫煙対策の実態及び課題

影響やサービス産業等への経済影響につい

に関する研究（大和、太田、姜）

てエビデンスを収集・整理して、学術団体や

全国の主要な地方自治体 121 団体のうち、

保健医療団体、メディア等を通じて世論喚起

59 団体で一般庁舎の禁煙化が行われていた。

を行う必要性が高いことを確認した。さらに、

特に、道府県庁の一般庁舎の建物内禁煙化は、

これから条例化を検討する自治体の担当者

2010 年 2 月に発出された健康局長通知以降、

に対して、その対応策についてファクトシー

急速に進んだことが認められた。しかし、

トやマニュアルなどを作成して具体的に呈

2014 年度に新たに禁煙化された都県はなく、

示することが重要であると考えられた。

横浜市と松山市で建物内禁煙が実施された
のみであった

３．喫煙・受動喫煙による遺伝子障害の指標の

議会棟・フロアが禁煙化されているのは 27

検討に関する研究（河井）

団体のみであり、議会の禁煙化は一般庁舎に

喫煙者が禁煙することで尿中8-OHdGは有意

比べて遅れていた。また、2014 年度に新たに

に低下し、喫煙の再開によって有意に増加し

禁煙化された団体はなかった。

た。

敷地内禁煙が実施されていたのは大阪府、
福島市、大阪市、神戸市の 4 団体で、足立区

４．たばこ副流煙指標物質を用いた残留たばこ

では 2013 年 3 月、敷地内に喫煙コーナーが

成分の評価手法の確立に関する研究（欅田）
たばこ臭の要因として知られるアルデヒド
類，複素環式化合物，芳香族炭化水素類，オ
レフィン系炭化水素類などの化合物が，濃度
差や物質数に違いはあったものの，いずれの
布からも検出され，これらは空気中へ一定の
割合で拡散しているものと推測された。また
化合物の中でも，特に，ニコチンに由来し，
環境中でも安定なガス状物質3-ethenylpyridine
は，検出されたVOCsの中でも比較的高濃度含
まれており，時間依存的な濃度の減衰が確認
されたことからも，たばこ副流煙の有効なマ
ーカー物質となると考えられた。

復活したため、建物内禁煙にとどまった。
勤務時間中の喫煙が禁止されていたのは、
長野県、大阪市、堺市、北九州市、足立区の
5 団体で 2014 年度は変化がなかった。
公用車の禁煙化は多くの自治体で実施さ
れていた。
地方自治体の一般庁舎の全面禁煙化の前
後の喫煙率の変化を分析したところ、2010 年
の大幅値上げ前、値上げと同時、値上げ後の
いずれのタイミングで全面禁煙化されても
男性職員の喫煙率を有意に減少させた。
２．自治体における受動喫煙防止対策の効果的
な推進方策の検討と普及に関する研究（中村）
条例の制定を検討したが憲章にとどまっ
た京都府の資料の精査、関係者からの聴取か
－3－

Ｄ．考察
本来、WHO FCTC第8条のガイドラインに沿って、
すでに45ヵ国で実施されているように、飲食店等
のサービス産業を含めて全面禁煙とする受動喫

煙防止法をわが国も成立させ、国民を受動喫煙と
喫煙による健康被害から保護せねばならない。し
かし、現状では、そのような立法措置が成立する
準備は整っていない。
本研究の最終的な目標は、神奈川県と兵庫県で
成立し、条例化の検討が行われたが憲章にとどま
った京都府、議会で検討されたが取り下げとなっ
た大阪府、同じく宣言にとどまった山形県のよう
な受動喫煙防止条例を制定する動きが今後も多
くの自治体で議会に提出、そして、成立すること
で、屋内施設の禁煙化の必要性に関する世論を醸
成し、全国に適用される受動喫煙防止法の成立を
促すことである。
そのためには、まず、地方自治体が喫煙室を廃
止し、建物内・敷地内禁煙などの措置を促すこと
が必要であると考えられる。今年度、先行研究か
ら引き続き、全国の主要な121の地方自治体の受
動喫煙対策について7回目の調査を行った結果、
2010年の
「受動喫煙防止対策について」
（健発0225
第2号）の健康局長通知により、急速に進み始め
た地方自治体の建物内禁煙化であったが、2014
年度の進捗は残念ながら小さかった。しかし、地
方自治体では建物内・敷地内の全面禁煙化の前後
で喫煙率が有意に減少したことを明らかにした。
さらに、喫煙による遺伝子損傷の発生、
および、
喫煙者の衣服から発生する「残留たばこ成分」と
いう新しい概念に関する情報を各団体へフィー
ドバック、および、諸外国でとられている「たば
この規制に関する世界保健機関枠組条約」第8条
に準拠してすべての屋内施設の全面禁煙とする
立法措置がとられていることの精査結果は、地方
自治と国政の政策決定者が今後の政策を検討す
る上での重要資料になったことが期待できる。
特に、2020年のオリンピック・パラリンピック
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の開催が決定した東京都にとって、大会準備とし
て飲食店等のサービス産業を含む屋内施設の禁
煙化が重要であることについての情報提供がで
きたと思われる。
Ｅ．結論
地方自治体の受動喫煙防止対策を推進して受
動喫煙の被害を防止すること、喫煙者の企図を高
めていくこと、社会全体の喫煙対策の推進に寄与
すること、各団体に好事例の情報提供をすること
により、「屋内施設は全面禁煙が必要」という世
論の形成を促進し、最終的には、諸外国のように
違反に対する罰則規定を盛り込んだ受動喫煙防
止法を制定することを政策決定者に働きかけい
くことが重要である。
Ｆ．健康危険情報
喫煙室の内部では、人体に有害な微小粒子状
物質（PM2.5）の濃度が、WHO が Air Quality
Guidelines で示した基準値よりも数倍〜数十
倍高く、危険なレベルに達している場合がある
ことが認められた。また、喫煙室からの漏れに
よる受動喫煙、および、喫煙している場所で働
く場合の職業的な受動喫煙が発生しており、非
喫煙者の健康上のリスクになっていることが
考えられた。
Ｇ．研究発表
研究成果の刊行に関する一覧表欄に掲載し
た。
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
この研究において知的財産権に該当するもの
はなかった。

厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
平成26（2014）年度 分担研究報告書

地方自治体の受動喫煙防止対策の実態と課題に関する研究
産業医科大学 産業生態科学研究所 教授
産業医科大学 産業生態科学研究所 准教授
産業医科大学 産業生態科学研究所 助教

大和 浩
太田 雅規
姜 英

研究要旨：
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」では、第 8 条「たばこの煙にさらされるこ
とからの保護」において、喫煙室や空気清浄機の使用では受動喫煙を防止することは出来ないことか
ら、建物内を 100％完全禁煙とする法律を成立させることを締約国に求めており、2015 年 3 月時点で、
45 ヵ国で飲食店等のサービス産業を含むすべての職場を全面禁煙とする受動喫煙防止法が施行されて
いる。
一方、わが国では 2003 年の健康増進法で「受動喫煙を防止するために必要な措置」が努力義務とさ
れ、2010 年の厚生労働省健康局長通知「受動喫煙防止対策について」
（健発 0225 第 2 号）
、および、2012
年に「受動喫煙防止対策の徹底について」
（健発 1029 第 5 号）で「多数の者が利用する公共的な空間
については、原則として全面禁煙であるべきである」
「少なくとも官公庁や医療施設は全面禁煙とする
．．
ことが望ましい」という方針は示された。前後して発表された「健康日本 21（第二次）
」
「がん対策推
進基本計画」
「新成長戦略」においても、成人、未成年、妊婦の喫煙率に関する数値目標とともに「受
動喫煙の無い職場の実現」
、飲食店における受動喫煙機会を減少させる政策目標が掲げられたが諸外国
のような罰則のある法律はまだ施行されていない。
2014 年度の本研究では、わが国の主要な 121 地方自治体（47 都道府県庁、46 県庁所在市、23 特別
区、5 政令市）の受動喫煙防止対策、および、勤務中の喫煙禁止などについて、先行研究より継続して
通算7回目の調査を行ったが、
新たに全面禁煙化された自治体は横浜市と松山市のみと低調であった。
そこで、屋内に喫煙場所がある自治体の全面禁煙化を促すために、一般庁舎内の喫煙可能な喫茶店の
受動喫煙、喫煙室とその周囲で発生する受動喫煙の曝露濃度の測定、そのような喫煙室を使用するこ
とが残留タバコ成分（3 次喫煙）の曝露の原因となることについて調査を行った。
すでに建物内・敷地内の全面禁煙化を実施している地方自治体の男性職員の喫煙率を調査した結果、
2010 年 10 月のタバコ 1 箱あたり 110 円の大幅値上げ前、値上げと同時、値上げ後のどのタイミングで
全面禁煙化が行われても喫煙率が有意に低下したことを明らかにしたことにより、積極的に職場の全
面禁煙化に取り組む根拠が得られた。また、建物内を禁煙化して屋外に喫煙所を設ける場合、25 メー
トル離れた場所でも受動喫煙が発生した調査結果から、前述の健康局長通知に付随する事務連絡のと
おり「喫煙場所を施設の出入口から極力離す」ことの根拠を示した。この調査結果は、東京都港区で
2014 年 7 月に始まった私有地における喫煙場所の規制を推進する根拠としても有用であった。
さらに、飲食店等のサービス産業を含む屋内施設の全面禁煙化を規定する条例を成立させる際の世
論形成に有用な情報として、サービス産業における受動喫煙の曝露濃度、および、飲食店を全面禁煙
化しても営業収入は低下しないことについても検証した。また、諸外国では、未成年者が同乗してい
る自家用車を禁煙とする法律が施行され始めたが、その様な法律を支持する調査結果も得られた。
本研究の成果は「タバコも PM2.5」として、新聞やインターネットニュース以外に、全国放送のバラ
エティ番組でも取り上げられるなど、地方自治体に限らず社会全体に対して全面禁煙化の必要性を啓
発する際の好材料となった。
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Ａ．研究目的

知された「受動喫煙防止対策について」
（健発 0225

2003 年、「たばこの規制に関する世界保健機関

第 2 号）において「少なくとも官公庁や医療施設

枠組条約(WHO FCTC)」が世界保健機関の総会にお

においては、全面禁煙とすることが望ましい」と

いて全会一致で採択され、2005 年 2 月 27 日に発

示された内容は、2012 年 10 月 29 日「受動喫煙防

効した。2007 年 6〜7 月にタイで開催された第 2

止対策の徹底について」（健発 1029 第 5 号）に引

回締約国会議において、第 8 条「たばこの煙にさ

き継がれ、地方自治体では建物内の既存の喫煙室

らされることからの保護」に関するガイドライン

を廃止して建物内を全面禁煙とし、公用車を禁煙

がコンセンサスにより採択された。同ガイドライ

化するなどの団体が増えるなど、一定の効果が発

ンでは「喫煙室や空気清浄機の工学的な対策では

生していることを先行研究と本研究において確認

受動喫煙を防止できない」「受動喫煙を防止する

した。しかし、一方で喫煙室の使用を中止する予

ためには 100％禁煙とする立法措置が必要」であ

定がない自治体が存在することも事実である。

ることが述べられており、飲食店等のサービス産

さらに、2012 年の「健康日本 21（第二次）」、

業も含め、多数の者が利用する屋内施設を完全に

「がん対策推進基本計画」、閣議決定「新成長戦

禁煙とする立法措置を取ることが締約国に求めら

略」では、喫煙対策の各分野に今後 10 年間に到達

れることとなった。

すべき数値目標が示された（表 1）。

まず、2004 年 3 月、アイルランドで一般の職場
や公共交通機関だけでなく、飲食店やパブなどの

表 1. 喫煙対策各分野の現状と目標
項目

サービス産業を含むすべての建物内を禁煙とする

現状

目標

19.5％（2010年）
男：32.2％、女：8.4％

12％（2022年度）

世界初の受動喫煙防止法が施行された。その後、

成人の喫煙率の減少

ニュージーランド（2004 年 12 月）、ウルグアイ

行政機関（2008年）
医療機関（2011年）
（2009年）
職場
↓
受動喫煙の曝露の減少
（2011年）
（2010年）
家庭
飲食店 （2010年）
中学1年生
男子 1.6％（2010年）
女子 0.9％（2010年）
未成年者の喫煙をなくす 高校3年生
男子 8.6％（2010年）
女子 3.8％（2010年）

（2006 年 3 月）、スコットランド（2006 年 3 月）、
イギリス全土（2007 年 7 月）で同様の受動喫煙防
止法が施行された。
その後もスペイン（2011 年）など欧米先進国の
みならず、トルコ（2009 年）や香港（2009 年）な
ど中近東〜アジア、ロシア（2014 年 6 月）、韓国

禁煙希望者（37.6％）がやめる

妊娠中の喫煙をなくす

16.9%
13.3%
64 %
↓
44 %
10.7%
50.1%

0%（2022年度）
0%（2022年度）
受動喫煙の無い
職場の実現
（2020年）
3%（2022年度）
15%（2022年度）

5.0％（2010年）

すべて 0％
（2022年度）

0 ％（2014年）

（2015 年 1 月）でも同様の受動喫煙防止法が施行
され、屋内を全面禁煙とする国が急速に増えつつ
ある。

本研究の目的は以下の通りである。
１．地方自治体の喫煙対策、特に、受動喫煙防止

一方、わが国では 2003 年に施行された健康増進

対策の実態を統一された調査票を用いて明ら

法により学校、病院、官公庁、公共施設、公共交

かにすること

通機関を中心に屋内の禁煙化が進みつつあるが、

２．本研究で得られた好事例（グッドプラクティ

罰則規定のない努力義務であるため、いずれの分

ス）を収集し、現時点で自治体が取り組むべ

野も屋内が完全に禁煙化されてはいない。逆に、

き・取り組み得る喫煙対策を各自治体にフィ

健康日本 21（2000 年）で「公共の場及び職場にお

ードバックするとともに、啓発教材を作成す

ける効果の高い分煙に関する知識の普及」が目標

ること

とされ、
「分煙効果判定基準策定検討会報告書（以

３．受動喫煙防止対策が不十分な地方自治体にお

下、報告書）」「職場における喫煙対策のための

いて、一般市民が屋内で曝露される受動喫煙

新ガイドライン（以下、新ガイドライン）（2003

の曝露濃度を明らかにすることで、建物内禁

年）で推奨された「一定の要件を満たす喫煙室」

煙を推進する根拠を呈示すること

の設置が進められてきた。現在、そのような喫煙

４．喫煙室の廃止を促す根拠として、健康局長通

室が設置された施設では、既存の喫煙室の存在が

知「受動喫煙防止対策について」で紹介され

屋内の全面禁煙化の妨げとなる状況になっている。

た新しい概念、残留タバコ成分（3 次喫煙、

2010 年 2 月 25 日、厚生労働省健康局長から通
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１．地方自治体の受動喫煙防止対策の検討
わが国の主要な121地方自治体（47都道府県庁、
ること
５．地方自治体の男性職員の喫煙率の減少速度を、 46県庁所在市、23特別区、5政令市）に喫煙対策に
関する調査票（資料1）を郵送し、すべての回答が
①職場の禁煙化の前後、②タバコ税の大幅値
得られるまで督促を行った。
上げの前後で比較し、職場の全面禁煙化によ
サードハンドスモーク）の実態を明らかにす

る喫煙率の減少効果を検証することで、職員
の喫煙率低下を目的とした全面禁煙化を実施
する団体を増やすこと
６．建物内の禁煙化によって屋外に喫煙場所を設
置する場合の問題点、つまり、出入口近傍で
喫煙した場合にタバコ煙が屋内に流入するこ
とを示し、喫煙場所は「極力離す」ことの根
拠を示すこと
７．飲食店等のサービス産業などにおける受動喫
煙曝露濃度を明らかにし、利用者だけでなく、
サービス産業に従事する労働者を受動喫煙か
ら保護すべきである、という世論形成に寄与
すること

２．微小粒子状物質（PM2.5）とガス状物質の測定
タバコの燃焼により発生する微小粒子状物質
（PM2.5）はデジタル粉じん計（TSI社製、Sidepak
AM510）を用いてリアルタイムモニタリングを行い、
表示値に換算係数0.295を乗じることでタバコ煙
濃度を求めた（Lee K, et al. J Environ Health.
70(8); 24-30, 2008）。
ガス状物質はシックハウス症候群の評価指標と
して測定される総揮発性 有機化合物（ Total
volatile organic compounds: TVOC）の測定器（フ
ィガロ技研株式会社製、パーソナルTVOCモニタ、
FTVR-01）を用いてリアルタイムモニタリングを行
った。

８．飲食店等のサービス産業で屋内を禁煙化した
３．某ファミリーレストランの全面禁煙前後の営
業収入の分析
治体が受動喫煙防止条例を検討する際にタバ
某ファミリーレストラングループの同一ブラン
コ産業から出される「営業収入が低下する」
ドの250店舗の営業収入を一括して入手し、従来通
という根拠のない通説に対応できる根拠を示
り喫煙区域と禁煙区域の区域分けをしただけの店
すこと（厚生労働科学研究費補助金（平成 25〜
舗群の営業収入、および、2009年、2010年、2011
27 年度労働安全衛生総合研究事業「職場の受動
年に全席禁煙（飲食不可の喫煙専用ルームあり）
喫煙防止対策と事業場の生産、収益並びに労働
に改装した店舗群の比較を行った。なお、営業収
者の健康面及び医療費等に及ぼす影響に関する
入に影響を与える以下の要因について調整を行っ
研究」との協同研究）
た。
９．自家用車内で保護者が喫煙した場合に同乗する
1) 売上げに影響する季節や経済効果要因を調整
子どもが曝露される受動喫煙曝露濃度を評価す
した。
ることで、諸外国で施行されているように未成
2) 改装した月の前後を含む3ヵ月間の営業収入
年者が同乗する場合には自家用車であっても喫
を除外した。
3) 次の4群について、経済・季節調整後の年間平
煙を禁止するべきである、という情報発信をす
均営業収入を比較した。
ること
① 2012年末までに未改装であった21店舗
② 2009年に全席禁煙（喫煙ルーム有）とす
以上の研究を通じて、地方自治体の喫煙対策担
る改装を行った24店舗
当者との連絡網を構築し、定期的な情報提供と双
③ 2010年に全席禁煙（喫煙ルーム有）とす
方向の意見交換を行うことにより、地方自治体の
る改装を行った65店舗
喫煙対策の担当者のレベルアップを図るとともに、
④ 2011年に全席禁煙（喫煙ルーム有）とす
モチベーションを維持することにより、わが国の
る改装を行った42店舗
受動喫煙防止対策の推進に寄与することを最終目
場合の営業収入の変化を分析することで、自

的とする。
Ｂ.研究方法

（倫理面での配慮）
地方自治体における喫煙対策の調査は、郵送法
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による実態把握であり個人情報は全く含まれてい
ない。喫煙により発生するPM2.5とガス状物質の測
定は、不特定多数の者が利用する公共的な空間で、
必要に応じて管理者の許可を得た上で行われてお
り、倫理的な問題は発生しない。
Ｃ．研究結果
１．地方自治体の受動喫煙防止対策
都道府県庁の一般庁舎の受動喫煙防止対策につ
いて、2007年度から2014年度の変化を記載した一
覧を資料2に示す。2010年2月の健康局長通知「受
動喫煙防止対策について」（健発0225第2号）以前
から一般庁舎で建物内禁煙を実施していたのは17
道府県（北海道、山形、茨城、栃木、埼玉、神奈
川、富山、福井、山梨、長野、京都、大阪、兵庫、
山口、高知、佐賀、沖縄）であった。通知から1年
以内である2011年度に建物内禁煙が実施されたの
は12県（宮城、秋田、奈良、岡山、香川、徳島、
福岡、秋田、千葉、和歌山、島根、愛媛）であっ
た。通知から2年以内である2012年度に3県（岩手、
鳥取、青森）でも喫煙室が廃止され、2013年3月時
点で47都道府県のうち32道府県で建物内禁煙が実
施された（大阪府は敷地内禁煙）。2010年の通知
以降、急速に県庁の禁煙化が進んだことが認めら
れた。
しかし、2013年度以降に一般庁舎が禁煙化され
た県庁はなく、大分県は「禁煙化を検討中」の状
況が過去7年間続いており、群馬県、東京都、石川
県、岐阜県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
では「検討の上、喫煙場所を残す」という決定が
下された状況である。
2014年度の都道府県庁の議会棟・フロアの状況、
公用車の禁煙化、職員の勤務時間中の喫煙禁止ま
で含む受動喫煙防止対策の一覧表を資料3−1に示
す。一般庁舎だけでなく、議会棟・フロアまで禁
煙化されている府県庁は福井県、山梨県、滋賀県、
大阪府、兵庫県、奈良県、鳥取県、島根県、岡山
県、沖縄県の9団体のみであった。2015年3月時点
で32団体（山形県議会が2015年4月、豊島区が2015
年5月から禁煙化されれば34団体）で、議会部分の
禁煙化は一般庁舎よりも遅れていた。
2014年度時点で、公用車の禁煙化について「規
定がない」のは、東京都、京都府、愛媛県、熊本
県の4都府県のみであった。
46県庁所在市の状況を資料3-2に示す。22団体が
一般庁舎内を全面禁煙としており、2013年度は青

森市、前橋市、名古屋市が新たに建物内禁煙とな
り、2014年度は横浜市、松山市が新たに禁煙化さ
れた（仙台市は2015年4月より建物内禁煙が実施さ
れる予定）。うち18団体が議会棟・フロアも含め
て建物内禁煙であった。2014年度時点で、公用車
の禁煙について「規定がない」のは盛岡市、金沢
市、鹿児島市のみであった。
23特別区のうち、6団体（目黒区、北区、荒川区、
板橋区、足立区、葛飾区）が一般庁舎内を全面禁
煙としており、3団体（目黒区、豊島区、足立区）
は議会棟・フロアも禁煙であった。目黒区、公用
車の禁煙について「規定がない」のは、新宿区、
目黒区、中野区、江戸川区であった（資料3-3）。
20政令市（道府県庁所在市15団体と川崎市、相模
原市、浜松市、堺市、北九州市）のうち、11団体
が一般庁舎内を全面禁煙としており（仙台市が
2015年4月より建物内禁煙されれば12団体）、うち、
8団体が議会棟・フロアも禁煙であった。公用車の
禁煙についてはすべての団体で規制があった（資
料3-3）。
大阪府、福島市、大阪市、神戸市の4団体では敷
地内禁煙が実施されており（大阪市役所の周囲は
路上喫煙禁止であり、建物内禁煙が導入されたこ
とで実質的な敷地内禁煙）、いずれも議会部分ま
で含めて敷地内禁煙であったが、2013年度以降に
新たに敷地内禁煙となった団体はなかった。なお、
足立区では2012年4月に敷地内禁煙とされたが、
2013年3月11日に屋外の喫煙コーナーが再設置さ
れていた。
2015年3月時点で長野県、青森市、山形市、大阪
市、神戸市、奈良市、港区、足立区、堺市、足立
区の4団体では、勤務時間中の喫煙が禁止されてい
た（大阪府では平成20年5月13日付けの総務部長通
知により庁舎敷地内終日禁煙）。
２．地方自治体における良好事例とタバコ産業か
らの喫煙場所、灰皿の提供による介入
受動喫煙防止対策として適切な建物内全面禁煙
を実施している自治体の良好事例として平成
25(2013)年4月に建物内が禁煙となった青森県庁
のかつての喫煙室と現在の状況を資料4-①示す。
青森県警も同時に建物内禁煙となり、喫煙は建物
から数メートル離れたプレハブ小屋で行われてい
ることを確認した。青森市役所も平成25(2013)年4
月に建物内が禁煙となった。かつての喫煙室と現
在の状況を資料4-②に示す。喫煙用の小屋は一般
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庁舎からは30メートル以上離れた場所であった。
この場所は議会棟から数メートルしか離れておら
ず、窓や出入口から議会棟内にタバコ煙の流入が
生じうる場所ではあったが、議会棟も全面禁煙化
された点では良好事例と考えられる。ただし、タ
バコ産業から提供された灰皿を使用している点は
改善、つまり、撤去が必要である。
自治体が建物内・敷地内禁煙の導入を検討し始
めると、タバコ産業は屋内・屋外に喫煙室、屋外
に喫煙コーナーを提供して、施設の全面禁煙化を
阻止しようとする。資料4-③に自治体に設置され
たタバコ産業による喫煙室、喫煙コーナーの事例
を示す。このような喫煙場所の提供を受けた自治
体は、2012年に千葉市、滋賀県、徳島市、山形市、
2013年に福井県、津市、高松市、相模原市、甲府
市、新潟県、2014年に和歌山市、堺市、徳島県、
福井市であった。複数の団体の聴取により、「健
康を担当する部署を通さずに、施設管理する部署
に直接申し入れがあったため、喫煙場所の設置を
止められなかった」ことが分かった。タバコ産業
から灰皿の提供を受けていたのは、上記以外に、
北海道、岡山県、香川県、青森市、盛岡市、横浜
市、金沢市、山口市、福岡市、佐賀市、熊本市、
那覇市、江東区、足立区であった。
このような喫煙場所の提供を受けないようにす
るには、タバコ産業から申し入れが行われる施設
管理を担当する部署と健康を担当する部署が事前
に、喫煙室の提供を受けないことを予め決めてお
く必要があることが考えられた。

なお、この調査結果は当該自治体の議会において、
建物内禁煙の導入を要望する議員質問の資料とし
て使用された。
４．地方自治体の一般庁舎の禁煙化、および、タ
バコ税の値上げによる男性職員の喫煙率の変
化の分析
大阪市役所は2010年に建物内の喫煙室が廃止さ
れた。市役所がある堂島川の中島はもともと路上
喫煙禁止区域であったため、実質的には敷地内禁
煙と同じ措置となった。最寄りの喫煙場所は御堂
筋の橋を渡った場所であるが、御堂筋も路上喫煙
禁止であるため、喫煙場所に着くまで喫煙は出来
ない状況である。勤務時間中の喫煙も禁止となり、
17時30分過ぎに市職員が喫煙している状況を平成
24年度報告書より再掲する（資料6-①）。また、
2010年10月はタバコ1箱110円の大幅値上げも実施
されており、喫煙率は大幅に減少していた。2013
年度の喫煙率を追加し、グラフに示す。
今年度は、職場の全面禁煙化と大幅値上げによ
る喫煙率減少効果を検証するために、
①2008 年度までに全面禁煙化していた 7 自治体
②屋内に喫煙室がある 20 自治体
③増税と全面禁煙化が同時であった 6 自治体
④増税後に全面禁煙化した 8 自治体
⑤国民全体の男性喫煙率
について分析を行った結果を資料 6-②に示す。
職場の全面禁煙化は増税の前、同時、後のいず
れでも喫煙率の低減に効果があったこと、禁煙化

３．受動喫煙防止対策が不十分な自治体において

と増税が同時に実施された場合は喫煙率低減が顕

一般市民が曝露される受動喫煙の曝露濃度の

著であったこと、禁煙化が早期に行われた自治体

実態調査
某自治体の一般庁舎には喫煙室が複数使用され
ており、また、喫茶店でも喫煙が行われている。
一般市民として立ち入ることができる場所におけ
る受動喫煙の状況を評価するために、
① 廊下の喫煙室からの漏れ
② 11〜14時まで禁煙タイムの喫茶店
① 常時、喫煙可能な喫茶店
② 一般庁舎出入口の喫煙コーナーの風下
③ 市民ホールの喫煙室からの漏れ
について、PM2.5の測定を行った結果を資料5①〜⑤
に示す。いずれもPM2.5濃度の上昇を認め、特に、
喫煙が行われていた喫茶店では従業員が長時間の
受動喫煙に曝露されている実態が明らかとなった。

の喫煙率が最も低いことが認められた。なお、国
民全体の男性喫煙率は増税時に減少し、その後の
再上昇が認められたが、地方自治体職員では喫煙
率の再上昇は認められなかった。
５．残留タバコ成分（3 次喫煙、サードハンドス
モーク）の測定（資料 7）
東京駅地下、動輪の広場の喫煙室が混み合う 17
時過ぎの内部の PM2.5 は 250〜350μg/m3（大気環境
基準：1 年平均値 15μg/m3 以下、かつ、24 時間平
均値 35μg/m3 以下）、TVOC 濃度は 1200〜1400μ
3
g/m（室内空気環境に関する暫定目標値
：400μg/m3）

に達する劣悪な環境であった。
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洗剤を用いずに水洗のみおこなった新品のタオ

ルを 3 本用意し、喫煙室内に 5 分間、10 分間、15

「喫煙場所を極力離す」ことが必要である。

分間静置した後、別々の密閉バッグに入れ、清浄
な空気環境に移動し、密閉バッグ内の TVOC を 4 分
間計測し、そのピーク値を記録した。
使用前のタオルから発生する TVOC の密閉バッ
グ内のピーク値は 108μg/m3 であったが、喫煙室内
に 5 分間、10 分間、15 分間静置したタオルから発
生する TVOC のピーク値は、それぞれ、591、598、
658μg/m3 であった。静置時間が長いほど TVOC の
ピーク値は高くなったが、5 分間静置で十分に高
くなっていた。通常の喫煙には 5 分以上を必要と

７．飲食店等のサービス産業における受動喫煙
本研究では、資料9-①に示すようにレストラン
や居酒屋などの飲食店における受動喫煙を評価し
てきた（先行研究報告書より再掲）。
今年度は、これまで調査が行われてこなかった
理美容店における受動喫煙曝露濃度について評価
を行った。資料9-②③に示すように店内の空間が
小さく、かつ、時間当たりの喫煙本数が多い場合
にはPM2.5濃度が300μg/m3に達することが認められ
た。

することから、このような喫煙室を使用した場合
には、喫煙者の衣服から発生するガス状物質によ
り禁煙の室内空間が汚染されることが考えられた。
６．屋外の喫煙場所周囲の受動喫煙
屋外であっても建物の出入口近傍に喫煙場所が
あった場合、PM2.5もガス状物質も屋内に流入する
ことが認められた（資料8-①）。特に、この調査
を行った施設のように頻繁に喫煙者が出入りする
場合には、出入口内側の測定点は大気環境基準（24
時間平均値）である35μg/m3を大幅に超えること、
ロビーから渡り廊下を通じて本館まで汚染される
ことが認められた。
資料8-②、資料8-③に示すように風下17メート
ル、25メートルでも明らかな受動喫煙が発生する
ことが認められ、喫煙場所を設置した場合には、
通路や歩道から距離を離さねばならないことが示
れた。特に、歩道橋の下に喫煙場所がある場合、
煙は上空に拡散するため歩行者に受動喫煙が発生
すること、ペデストリアンデッキの下に喫煙場所
がある場合、煙は滞留するため高い濃度の受動喫
煙が発生することが示された。
コンビニなどの私有地に喫煙場所を設置した場
合（資料8-④）、周囲の歩行者が受動喫煙に曝露
されることは明らかであり、不適切な対策である
ことが認められた。
東京都港区では、2014年7月、私有地であっても
歩道などに面する喫煙コーナーの撤去を求めるこ
とができる「港区環境美化の推進及び喫煙による
迷惑の防止に関する条例」を施行し、屋外の受動
喫煙防止対策の強化を始めた。
そのような条例がない自治体でも、公共性が高
い駅前広場の喫煙コーナーは、従来の広場の中央
部分から、人の動線から外れた場所に移動する動
きが始まっており（事例8-⑤）、屋外であっても

８．飲食店の禁煙化と営業収入の分析
1970年代に創業した某ファミリーレストランチ
ェーン店では、老朽化した店舗を2009年以降、全
席禁煙（喫煙ルームあり）にする改装を開始した。
全席禁煙に改装した年で3群に分け、1年単位の営
業収入の分析を未改装店と比較した（資料10）。
①未改装21店舗では、2008年9月のリーマンショッ
ク以降の営業収入の減少が顕著であった。
②未改装21店舗の2009年から2010年にかけての営
業収入は5.7％減少したが、2009年に全席禁煙化し
た24店舗の2009年から2010年かけての営業収入の
減少は2.9％にとどまった。
③未改装21店舗の2011年から2012年にかけての営
業収入は3.7％減少したが、2011年に全席禁煙とし
た42店舗の営業収入の減少は2.0％にとどまった。
④2010年から2011年の営業収入は、未改装店21店
舗は0.6％増加に対して、2010年に全席禁煙化した
65店舗の営業収入は0.1％の増加であった。
以上の結果は、季節変動と経年的なGDP変動を除
外して分析された結果であり、経済不況の中では
外食産業が影響を受けやすいことが示された。し
かしながら、禁煙化した店舗の方が営業収入の減
少の程度が小さいことが示された。
９.自家用車内の受動喫煙
資料11に自家用車内で窓の開閉状況と喫煙方法
を変えながら喫煙した場合のPM2.5を示す。すべて
の窓を開放して喫煙した場合でも車内のPM2.5濃度
は1000μg/m3に達した。
タバコを持つ手を外に出す、
煙を外に向かって吐き出す、という喫煙方法でも
同乗者の受動喫煙を防止することはできなかった。
Ｄ．考察
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喫煙率の低減に最も有効なのは価格政策、つま
り、先進国では１箱1000円前後まで引き上げるこ
とである。次に有効な手段は屋内の全面禁煙化で
ある。屋内が全面禁煙となり、喫煙しにくい環境
になることで禁煙企図が高まること、喫煙を継続
した場合でも消費量が減少するからである。飲食
店等のサービス産業を含めて全面禁煙とする法律
を施行した国々では、閉鎖空間での受動喫煙が防
止され、また、喫煙率の低下とタバコの消費量の
現象により国民全体の喫煙関連疾患が減少したこ
とが報告されている。
本研究、「受動喫煙の防止を進めるための効果
的な行政施策のあり方に関する研究」は、屋内を
全面禁煙化すべきであることに関する根拠と政策
提言をおこなうことを目的としておこなわれた。
３年間の分担研究により、
① 喫煙室からのタバコ煙の漏れは防止出来ない
こと
② 出入口の近傍に喫煙場所を設置すると屋内に
タバコ煙が流入することから、喫煙場所は極力
離すべきこと
③ 喫煙室を使用した場合、衣服や毛髪に付着した
粒子状成分からガス状物質が揮発する残留タ
バコ成分（3次喫煙）が問題となること
④ 飲食店等のサービス産業の受動喫煙の曝露濃
度は非常に高いことから、利用者の保護だけで
なく、サービス産業で働く労働者を保護する観
点からの議論が必要であること
⑤ すでに45ヵ国が飲食店等のサービス産業を含
めて屋内を全面禁煙としており、それらの国で
は営業収入の低下はなかったこと
⑥ わが国でも飲食店等のサービス産業を全面禁
煙化しても営業収入は低下しなかったこと
⑦ 未成年が同乗している自家用車での喫煙を法
律で禁止している国があること
について報告し、わが国にも受動喫煙防止条例・
法が必要なことについて解説してきた。
さらに、本研究の期間中に2020年のオリンピッ
ク・パラリンピック大会が東京都で開催されるこ
とが決定したことから、少なくとも東京都では受
動喫煙防止条例を施行すべきことがオリンピッ
ク・パラリンピック大会の準備として重要な意味
を持つこととなった。
国際オリンピック委員会（IOC）は1988年のカル
ガリー大会以降、オリンピックでの禁煙方針を採
択し、タバコ産業のスポンサーシップを拒否し、

また、会場内外の禁煙化に取り組んできた。近年
の大会は、飲食店等のサービス産業を含めて屋内
施設が全面禁煙の都市・国で開催されることが慣
例となってきている。2000年のシドニー大会、2004
年のアテネ大会、2008年の北京大会（条例により
北京市内を禁煙化）、2012年のロンドン大会はい
ずれも、屋内施設は全面禁煙であった。ロシアは
2014年2月のソチ大会を開催するためにソチ市を
先行して禁煙化し、同年6月からはロシア全土の屋
内施設を全面禁煙としている。2016年の大会が予
定されているブラジルは、すでに受動喫煙防止法
が施行されている。2018年の平昌（ピョンチャン）
冬季大会が予定されている韓国も2015年1月から
飲食店等のサービス産業を含む屋内施設が全面禁
煙となった。これまで、対策が遅れていたロシア
と韓国は、オリンピック・パラリンピック大会を
きっかけに全面禁煙化された点に注目したい。昨
年度の報告書にも記載したように45ヵ国、アメリ
カは26州が屋内全面禁煙である。人口700万人を超
える21都市で東京は最も喫煙対策が遅れた国とな
っている点を政策決定者に伝えねばならない（資
料12）。
当初、受動喫煙防止条例の成立に前向きであっ
た都知事の姿勢が後退した経過は、巻末資料に詳
細に述べてある。2014年11月に始まった東京都受
動喫煙防止条例検討委員会は、2015年2月までに4
回の委員会が開催され、現時点で示されている座
長案ではFCTC第8条を満足する条例案にならない
ことが懸念されている。3月30日に予定されている
最後の委員会の結論に注目したい。
今後も喫煙対策に関する情報を3年間の研究で
メールアドレスを把握出来た121自治体の担当者
に継続して喫煙対策に関する情報を提供すること
は、わが国の喫煙対策の推進に寄与すると考えら
れる。
Ｅ．結論
121の主要な地方自治体の一般庁舎では「受動喫
煙防止対策について」（健発0225第2号、平成22年
2月25日）と「受動喫煙防止対策の徹底について」
（健発1029第5号、平成24年10月29日）により、屋
内の喫煙室を廃止して建物内を全面禁煙とする動
きが進んできたが、平成25(2013)年度以降、その
動きは鈍化していた。
2010年のタバコの大幅値上げは自治体職員だけ
でなく国民全体の喫煙率を低下させたが、職場の
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全面禁煙化（勤務時間中の喫煙禁止を含む）は、
値上げ前、値上げと同時、値上げ後のいずれのタ
イミングで実施しても喫煙率が有意に低下してい
た。今後、政府に対してはタバコの価格を他の先
進国なみに値上げすることを、自治体・国に対し
ては飲食店等のサービス産業を含むすべての職場
を全面禁煙とする条例・法律の施行が必要である
ことをファクトシート、啓発教材や本研究に関す
るホームページを通して提言していくことが重要
であると考えられた。
http://www.tobacco-control.jp/

3) 大和 浩. FCTC 第 8 条：オリンピック・パラリ
ンピック大会に必須な屋内禁煙化. 第 24 回日本禁
煙推進医師歯科医師連盟学術総会. 2015 年 2 月,
東京.

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
この研究において、知的財産権に該当するもの
はなかった。

Ｆ．健康危険情報
喫煙室の内部では、人体に有害な微小粒子状物
質
（PM2.5）
の濃度が、
WHO が Air Quality Guidelines
で示した基準値よりも数倍〜数十倍高く、危険な
レベルに達している場合があることが認められ
た。また、喫煙室からの漏れによる受動喫煙、お
よび、喫煙している場所で働く場合の職業的な受
動喫煙が発生しており、非喫煙者の健康上のリス
クになっていることが考えられた。
Ｇ．研究発表
１．論文発表（本研究に関連するもの）
1) 大和浩，姜英，太田雅規. 「たばこの規制に関する世
界保健機関枠組条約」第 8 条「たばこの煙にさらされるこ
とからの保護」について. 日本衛生学雑誌. 2015, 70(1):
3-14.
2) 大和 浩,太田雅規,中村正和. 某ファミリーレストラング
ループにおける客席禁煙化前後の営業収入の相対変
化、未改装店,分煙店の相対変化との比較.日本公衆衛
生雑誌. 2014, 61(3): 130−135.
3) 大和浩. タバコ煙という微小粒子状物質（PM2.5）への
曝露の実態. 日本小児禁煙研究会雑誌. 2014, 4(2);
35−47.
4) 大和 浩. タバコ煙は PM2.5：全面禁煙化の必要性.
日本小児科医会会報. 2014, 47; 13-18.
5) 大和 浩. 受動喫煙防止対策の現状と未来. 呼吸器
内科. 2014, 25(6); 562-570.
6) COPD と PM2.5（タバコ煙）. 成人病と生活習慣病. 2014,
44(9); 1112-1117.
7) 大和 浩. 喫煙と受動喫煙がもたらす健康被害. 2014,
60(11); 319-324.

２．学会発表
1) 大和 浩. 職場における喫煙対策の重要性と
対策の進め方について. 第87 回日本産業衛生学会,
2014 年 5 月, 岡山.
2) 大和 浩. 健康管理、労務管理、リスク管理から
考える喫煙対策. 第 9 回日本禁煙科学会学術総会,
2014 年 10 月, 福岡.
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平成24-26年度厚労科研「受動喫煙の防止を進めるための効果的な行政施策のあり方に関する研究」

平成 26（2014）年 7 月 17 日（8 月 18 日までに投函して下さい）

資料１ 都道府県庁、県庁所在市、政令市、23 特別区の受動喫煙対策に関する調査票（7 回目）
自治体名（必ず記入をお願いします）：
回答者の所属：

氏名：

電話：

メール：

*回答についてお尋ねすることがありますので、名刺を同封して頂けないでしょうか。
この質問票の電子ファイルが必要な場合、担当小田(to-oda@med.uoeh-u.ac.jp)までメールを送って下さい。

質問の当てはまるところに☑でお答えください。（ ）内は選択肢の数字にマルをつけて下さい。
問１．本庁舎は敷地内全面禁煙（敷地内に喫煙場所がまったくない）、もしくは、
建物内全面禁煙(屋内に喫煙場所がまったくない)ですか（議会部分は裏面です）。
☐ 敷地内全面禁煙を（1. 実施ずみ 2. 決定）→（
年
月より）
☐ 建物内全面禁煙を（1. 実施ずみ 2. 決定）→（
年
月より）
☐ 建物内全面禁煙について検討中であるが、禁煙化の期日は未定である
☐ 建物内全面禁煙について検討をしたが､当面､喫煙場所を残すことにした
☐ 建物内全面禁煙について検討はおこなわれていない
問２．本庁舎（議会部分を除く）の建物内／敷地内に喫煙できる場所がありますか（複数回答可）。
屋 喫煙室 （部屋として隔離）

カ所

→うち来庁者専用（

）ヵ所

内 喫煙コーナー（開放型〜カーテンなど簡単な仕切りのみ）

カ所

→うち来庁者専用（

）ヵ所

屋外の閉鎖型の喫煙室

カ所

建 庁舎に隣接しない屋外の喫煙コーナー（駐車場、駐輪場など）
物 庁舎に隣接した（出入口近傍の）喫煙コーナー
外 テラス・ベランダの喫煙コーナー

カ所
カ所
カ所

屋上の喫煙コーナー

カ所

☐ 現在、タバコ産業から提供された灰皿を使用している
☐ 最近、タバコ産業から喫煙室設置の提供を受けた →（

年

月）

問３．受動喫煙を防止する観点から、施設の出入口付近にある喫煙場所は「出入口から極力離す」
べきことが厚生労働省から事務連絡（平成 22 年 7 月 30 日、平成 25 年 2 月 12 日）として通知されて
いることを知っていますか。
☐ 知っていた

☐ 知らなかった

問４. 過去 10 年間の一般行政職の喫煙率(％)を分かる範囲で記入して下さい（小数点１桁まで）。
年度

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

全体
男性
女性
上記は（1. 全員

2. 40 歳以上のみ

3.

歳以上のみ）の喫煙率を示している。

*喫煙率が記述された資料を同封して頂いても結構です。その場合は、こちらで記入致します。

☐ 喫煙率の集計を行っていない

☐ 喫煙率に関して自治体名の公表は不可
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問５．職員の勤務時間中の喫煙についてお尋ねします。
☐ 勤務時間内の喫煙は禁止されている →（
年
月より）
☐ 勤務時間内の喫煙は自粛／節度ある喫煙を呼びかけている →（
年
月より）
☐ 勤務時間内の喫煙は禁止されていない／規定はない（＝勤務中に喫煙できる）
問６．公用車の喫煙についてお尋ねします。
☐ 公用車は清掃車などを含めすべて禁煙である
☐ 一般の公用車（現業系の清掃車などを除く）は禁煙である
☐ 公用車内の禁煙は規定されていない（＝喫煙している）
問７. 自治体の条例として飲食店等のサービス産業を含む屋内施設の禁煙化を検討していますか。
☐ すでに実施済み →（
年
月より） ☐ 検討したが、条例化されなかった
☐ 具体的に検討中

☐ 検討は行われていない

問８．公費で購入した喫煙専用の空気清浄機（テーブル型、天井埋込型など）がありますか。
☐ ない
☐ ある →本庁舎に（
）台、議会部分に（
）台
問９．全国の自治体の対策のうち、貴自治体で実施していることをすべてチェックして下さい。
☐ 本庁だけでなく、出先機関も含めて（1. 建物内 2. 敷地内）全面禁煙としている
☐ 本庁周囲の道路も禁煙としている
☐ 所管する施設の受動喫煙対策を定期的に調査している
☐ 路上喫煙禁止区域を設けている
☐
上
区域での定期的にパトロールを行っている
☐
上
区域の違反者には過料を科している →（H25 年度実績：
件）
☐
上
区域に公認の喫煙コーナーがある
☐ 喫煙する職員に禁煙の啓発活動をおこなっている
☐ 管理監督者／全職員を対象に喫煙対策推進の必要性を解説する講習会を開催している
☐ 職員の(1. 禁煙治療 2. 市販の禁煙補助薬)の費用を(1. 一部 2. 全部)負担している
☐ 職員の勤務時間中の禁煙外来受診を許可している
☐ 職員が喫煙しない日を設定している
（1. 世界禁煙デー 2. 毎月 22 日(スワンスワンの日) 3. その他：
市民を対象に禁煙教室を開催している
市民を対象に禁煙治療が受けられる医療機関を紹介している
建物内／敷地内禁煙の施設を認証／表彰／登録する制度がある
全面禁煙の飲食店を認証／表彰／登録／ホームページで紹介している
私有地（コンビニの軒先等）の灰皿の撤去を求める条例を（1. 施行した
職員の採用時に非喫煙者を優先している

☐
☐
☐
☐
☐
☐

）

2. 検討している）

問 10-1．議会棟・フロアは全面禁煙ですか。
☐ 敷地内全面禁煙を（1. 実施ずみ 2. 決定）→（
年
月より）
☐ 建物内全面禁煙を（1. 実施ずみ 2. 決定）→（
年
月より）
☐ 建物内全面禁煙について検討中であるが、禁煙化の期日は未定である
☐ 建物内全面禁煙について検討をしたが､当面､喫煙場所を残すことにした
☐ 建物内全面禁煙について検討はおこなわれていない
問 10-2．議会棟・フロアで喫煙が行われている場合、それはどこですか（複数回答可）。
☐ 喫煙専用室
☐ 喫煙コーナー（開放型、簡単な仕切りのみ）
☐ 会議室／委員会室
☐ 議会部分の喫茶店
☐ 議員／会派控え室
☐ 一般庁舎と共用の喫煙場所 ☐ 喫煙できる場所はない
その他の特記事項やご意見があれば余白にお願い致します。
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資料2: 都道府県庁の一般庁舎における禁煙実施状況の変化（2015年3月14日時点）
望ましい変化

未検討 →

検討中 →

禁煙化決定→ 建物内禁煙→

望ましくない変化

未検討 →

検討中 →

喫煙場所を残す

敷地内禁煙

一般庁舎の禁煙実施状況

喫煙場所

禁煙化日

2007年度

2008年度

2010年度

2011年度

2012年度

2013年度

2014年度

屋内

北海道

禁煙化決定

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2008年 4月

なし

喫煙室1

屋外

青森県

検討中

検討中

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2013年 1月

なし

隣接しない喫煙コーナー1

岩手県

未検討

未検討

検討中

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2011年 9月

なし

喫煙室1

宮城県

未検討

未検討

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2010年 7月

なし

出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

秋田県

検討中

未検討

建物内禁煙
(試行期間を経て)

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2010年 9月

なし

テラス・ベランダ2

山形県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2005年10月

なし

隣接しない喫煙コーナー1
屋上1（2015.3.31.廃止予定）

福島県

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

喫煙室1

なし

茨城県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2007年 4月

なし

喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3

栃木県

禁煙化決定

禁煙化決定

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2009年 7月

なし

出入口近傍喫煙コーナー2

群馬県

検討中

検討中

検討中

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

喫煙室6

出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ5

埼玉県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2004年 4月

なし

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ2、 屋上1

2011年 5月

なし

出入口近傍喫煙コーナー3

喫煙室31
(うち来庁者専用5)

なし

なし

出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ1、屋上2

喫煙室15

出入口近傍喫煙コーナー1

なし

隣接しない喫煙コーナー3

喫煙室11
(うち来庁者専用2)

なし

千葉県

検討中

検討中

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

東京都

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

検討中

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

新潟県

未検討

未検討

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

富山県

検討中

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

石川県

未検討

未検討

検討中

検討中

検討中

検討中

喫煙場所を残す

福井県

検討中

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2008年10月

なし

隣接しない喫煙コーナー1

山梨県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2005年 5月

なし

隣接しない喫煙コーナ2
出入口近傍喫煙コーナー1、屋上1

長野県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2003年 9月

なし

喫煙室1
屋上1

喫煙室2
喫煙コーナー9

なし

神奈川県

2005年 4月

2008年11月

岐阜県

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

喫煙場所を残す

静岡県

未検討

未検討

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

喫煙室12

屋上1

愛知県

未検討

未検討

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

喫煙室8
(うち来庁者専用2)

なし

三重県

未検討

未検討

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

喫煙室6

喫煙室1

滋賀県

検討中

禁煙化決定

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2009年 4月

なし

隣接しない喫煙コーナー2

京都府

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2008年10月

なし

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1

大阪府

未検討

建物内禁煙

敷地内禁煙

敷地内禁煙

敷地内禁煙

敷地内禁煙

敷地内禁煙

2008年 5月

なし

なし

兵庫県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2007年 4月

なし

出入口近傍喫煙コーナー6
テラス・ベランダ6

奈良県

未検討

未検討

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2010年 9月

なし

隣接しない喫煙コーナー2

和歌山県

未検討

未検討

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2011年 7月

なし

喫煙室4

鳥取県

未検討

未検討

検討中

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2012年 1月

なし

喫煙室1
隣接しない喫煙コーナー1、屋上1

島根県

未検討

未検討

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2011年 5月

なし

隣接しない喫煙コーナ3
出入口近傍喫煙コーナー2、屋上1

岡山県

未検討

未検討

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2010年 9月

なし

隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ3

広島県

検討中

検討中

検討中

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2011年10月

なし

出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

山口県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2003年 7月

なし

出入口近傍喫煙コーナー9
テラス・ベランダ14

徳島県

未検討

未検討

検討中

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2011年 4月

なし

喫煙室1
屋上1

香川県

未検討

未検討

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2010年 7月

なし

出入口近傍喫煙コーナー6
テラス・ベランダ1、屋上1

愛媛県

未検討

未検討

未検討

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2011年 4月

なし

出入口近傍喫煙コーナー4

高知県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2005年11月

なし

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍来庁者専用喫煙コーナー
1、屋上1

福岡県

未検討

未検討

禁煙化決定

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2011年 4月

なし

隣接しない喫煙コーナー5
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ8

佐賀県

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

2003年 5月

なし

出入口近傍喫煙コーナー4
出入口近傍喫煙コーナー1

長崎県

検討中

検討中

検討中

検討中

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

喫煙室7
喫煙コーナー1

熊本県

未検討

未検討

未検討

未検討

未検討

未検討

喫煙場所を残す

喫煙室6
喫煙コーナー5

出入口近傍喫煙コーナー1

大分県

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

検討中

喫煙室2
喫煙コーナー9

屋上1

宮崎県

未検討

未検討

未検討

未検討

未検討

未検討

喫煙場所を残す

喫煙室5

喫煙室1
出入口近傍喫煙コーナー4

鹿児島県

未検討

未検討

未検討

未検討

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

喫煙場所を残す

来庁者専用喫煙室1

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー5

沖縄県

未検討

禁煙化決定

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙

なし

出入口近傍喫煙コーナー4
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2008年 4月

資料3-① 都道府県庁の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2015年3月24日時点）
*：禁煙実施状況の色分けは、最も状況が悪い場所の色分けを使用しています。
禁煙実施状況

喫煙場所

敷地内禁煙（予定）

敷地内禁煙（予定）

建物内禁煙

建物内禁煙

勤務中の喫煙

建物内禁煙化予定

禁煙実施状況

公用車の禁煙化

喫煙場所

敷地内禁煙（予定）

敷地内禁煙（予定）

就業中喫煙禁止

すべて禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙
会派控え室のみ

禁煙化決定

禁煙化決定

建物内禁煙化予定

検討中

喫煙室

自粛の呼びかけ

一般車両は禁煙

検討中

未検討

喫煙コーナー

規定なし

規定なし

未検討

喫煙コーナー

喫煙場所を残す

会議・委員会室、喫茶店

喫煙場所を残す
問1-1

問2

問5

問8

問6

都道府県庁：一般庁舎
禁煙実施状況

喫煙場所（屋内）

喫煙場所（屋外）

問10-1

問10-2
議会棟・フロア

空気清浄機
タバコ産業から
*
灰皿/喫煙場所 の提供

喫煙室

公用車

勤務中の喫煙禁止

一般庁舎

議会

禁煙実施状況

喫煙場所（屋内）

北海道

建物内禁煙 2008.4.

喫煙室1

自粛の呼びかけ 2009.6.

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

青森県

建物内禁煙 2013.1.1.

隣接しない喫煙コーナー1

自粛の呼びかけ 2013.7.

すべて禁煙

0

0

検討中

喫煙室

岩手県

建物内禁煙 2011.9.

喫煙室1

規定なし

すべて禁煙

2

0

喫煙場所を残す

喫煙室

宮城県

建物内禁煙 2010.7.

出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

未検討

喫煙室

秋田県

建物内禁煙 2010.9.

テラス・ベランダ2

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

未検討

喫煙室（一般庁舎と共用）

山形県

建物内禁煙 2005.10.

隣接しない喫煙コーナー1
屋上1（2015.3.31.廃止予定）

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙化予定 2015.4.1.

福島県

検討中

なし

自粛の呼びかけ 2010.4.

一般公用車は禁煙

2
（不使用）

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3

自粛の呼びかけ

一般公用車は禁煙

0

0

未検討

議会喫茶店
喫煙コーナー
議員・会派控室

茨城県

喫煙室1

建物内禁煙 2007.4.

灰皿

栃木県

建物内禁煙 2009.7.

群馬県

喫煙場所を残す

埼玉県

建物内禁煙 2004.4.

隣接しない喫煙コーナ1
出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ2、屋上1

規定なし

すべて禁煙

千葉県

建物内禁煙 2011.5.

出入口近傍喫煙コーナー3

規定なし

すべて禁煙

東京都

喫煙場所を残す

なし

規定なし

神奈川県

建物内禁煙 2005.4.

出入口近傍喫煙コーナー2
テラス・ベランダ1、屋上2

自粛の呼びかけ 2008.12.

喫煙室6

喫煙室31
(うち来庁者専用5)

出入口近傍喫煙コーナー2

規定なし

すべて禁煙

0

5

喫煙場所を残す

喫煙室

出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ5

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙コーナー

0

0

喫煙場所を残す

喫煙コーナー

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室
議員･会派控室

規定なし

0

3

喫煙場所を残す

喫煙室

すべて禁煙

0

1

喫煙場所を残す

議員･会派控室
喫煙室

灰皿
喫煙場所 2013.11.

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

隣接しない喫煙コーナー3

自粛の呼びかけ 2008.11.

すべて禁煙

0

1

喫煙場所を残す

喫煙室

なし

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室
議員･会派控室

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

建物内禁煙 2012.4.

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2008.

喫煙室1
屋上1

勤務時間中禁煙

すべて禁煙

1

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

喫煙室2

なし

規定なし

すべて禁煙

2

3

喫煙場所を残す

議会喫茶店
（ランチタイムのみ禁煙）
喫煙室

検討中

喫煙室11

屋上1

規定なし

すべて禁煙

0

0

検討中

喫煙室（一般庁舎と共用）

検討中

喫煙室8
(うち来庁者専用2)

なし

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

三重県

検討中

喫煙室6

喫煙室1

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

議会喫茶店
喫煙室

新潟県

検討中

富山県

建物内禁煙 2008.11.

喫煙室15

石川県

喫煙場所を残す

福井県

建物内禁煙 2008.10.

隣接しない喫煙コーナー1

山梨県

建物内禁煙 2005.5.

隣接しない喫煙コーナ2
出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

長野県

建物内禁煙 2003.9.

岐阜県

喫煙場所を残す

静岡県
愛知県

喫煙室11
(うち来庁者専用2)

出入口近傍喫煙コーナー1

喫煙場所 2013.3.

滋賀県

建物内禁煙 2009.4.

隣接しない喫煙コーナー2

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2012.4.

京都府

建物内禁煙 2008.10.

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー1

自粛の呼びかけ

規定なし

0

0

未検討

大阪府

敷地内禁煙 2008.5.

なし

規定なし

すべて禁煙

0

0

敷地内禁煙 2011.4.

喫煙場所 2012.7.

議員･会派控室

兵庫県

建物内禁煙 2007.4.

出入口近傍喫煙コーナー6
テラス・ベランダ6

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2007.4.

奈良県

建物内禁煙 2010.9.

隣接しない喫煙コーナー2

規定なし

すべて禁煙
（清掃車なし）

0

0

建物内禁煙 2010.9.

和歌山県

建物内禁煙 2011.7.

喫煙室4

規定なし

すべて禁煙

1

0

検討中

鳥取県

建物内禁煙 2012.1.

喫煙室1
隣接しない喫煙コーナー1
屋上1

自粛の呼びかけ 2014.6.

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2012.

島根県

建物内禁煙 2011.5.

隣接しない喫煙コーナ3
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2011.

建物内禁煙 2010.9.

隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ3

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2011.4.

建物内禁煙 2011.10.

出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

議会喫茶店
議員･会派控室

岡山県
広島県

灰皿

議員･会派控室

山口県

建物内禁煙 2003.7.

出入口近傍喫煙コーナー9
テラス・ベランダ14

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

徳島県

建物内禁煙 2011.4.

喫煙室1
屋上1

灰皿
喫煙場所 2014.6.

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

香川県

建物内禁煙 2010.7.20.

出入口近傍喫煙コーナー6
テラス・ベランダ1、屋上1

灰皿

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

愛媛県

建物内禁煙 2011.4.

出入口近傍喫煙コーナー4

規定なし

規定なし

0

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

建物内禁煙 2005.11.

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍来庁者専用
喫煙コーナー1、屋上1

自粛の呼びかけ 2005.10.

すべて禁煙

0

福岡県

建物内禁煙 2011.4.

隣接しない喫煙コーナー5
出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ8

自粛の呼びかけ 2005.4.

すべて禁煙

0

佐賀県

建物内禁煙 2003.5.

出入口近傍喫煙コーナー4

自粛の呼びかけ 2013.5.

すべて禁煙

0

0

未検討

喫煙室

長崎県

喫煙場所を残す

喫煙室7

出入口近傍喫煙コーナー1

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

未検討

喫煙室
議員･会派控室

熊本県

喫煙場所を残す

喫煙室6
喫煙コーナー5

出入口近傍喫煙コーナー1

規定なし

規定なし

13

2

喫煙場所を残す

喫茶店、喫煙コーナー、
喫煙室、議員・会派控室

大分県

検討中

喫煙室2
喫煙コーナー9

屋上1

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙コーナー

宮崎県

喫煙場所を残す

喫煙室5

喫煙室1
出入口近傍喫煙コーナー4

自粛の呼びかけ 2013.1.
（福祉保健部のみ）

すべて禁煙

5

0

未検討

喫煙室

鹿児島県

喫煙場所を残す

来庁者専用喫煙室1
隣接しない喫煙コーナー1
地下駐車場喫煙コーナー1 出入口近傍喫煙コーナー4

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

沖縄県

建物内禁煙 2008.4.

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2008.4.

高知県

出入口近傍喫煙コーナー4
*

喫煙場所は喫煙室または喫煙コーナーを指します。
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3
喫煙場所を残す
（不使用）
0

未検討

喫煙室
会議・委員会室、喫茶店
喫煙コーナー
議員・会派控室

資料3-② 県庁所在市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2015年3月24日時点）
*：禁煙実施状況の色分けは、最も状況が悪い場所の色分けを使用しています。
禁煙実施状況

喫煙場所

敷地内禁煙（予定）

敷地内禁煙（予定）

建物内禁煙

建物内禁煙

勤務中の喫煙

建物内禁煙化予定

禁煙実施状況

公用車の禁煙化

喫煙場所

敷地内禁煙（予定）

敷地内禁煙（予定）

就業中喫煙禁止

すべて禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙
会派控え室のみ

禁煙化決定

禁煙化決定

建物内禁煙化予定

検討中

喫煙室

自粛の呼びかけ

一般車両は禁煙

検討中

未検討

喫煙コーナー

規定なし

規定なし

未検討

喫煙コーナー

喫煙場所を残す

会議・委員会室、喫茶店

喫煙場所を残す
問１−１

問２

問５

問８

問６

県庁所在市：一般庁舎
禁煙実施状況
札幌市

検討中

青森市

建物内禁煙 2013.4.

盛岡市

検討中

仙台市

建物内禁煙化予定
2015.4.

喫煙場所（屋内）

喫煙場所（屋外）

問１０-1
空気清浄機

タバコ産業から
*
灰皿/喫煙場所 の提供

喫煙室

問１０-2
議会棟・フロア

公用車

勤務中の喫煙禁止

一般庁舎

議会

禁煙実施状況

喫煙場所（屋内）

自粛の呼びかけ 2012.10.

一般公用車は禁煙

6

2

喫煙場所を残す

隣接しない喫煙室1

灰皿

勤務時間中禁煙 2013.4.

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2013.4.

喫煙室3
喫煙コーナー1

なし

灰皿

規定なし

規定なし

0

0

未検討

議員･会派控室

喫煙室7
（うち来庁者専用1）

なし

規定なし

すべて禁煙

0

0

検討中

議員･会派控室

来庁者専用喫煙室1

隣接しない喫煙コーナー3
出入口近傍喫煙コーナー1

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

議員･会派控室

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

建物内禁煙 2012.9.

喫煙室8

なし

喫煙室

秋田市

喫煙場所を残す

山形市

建物内禁煙 2005.4.

隣接しない喫煙コーナー4
出入口近傍喫煙コーナー2

福島市

敷地内禁煙 2011.1.

なし

勤務時間中禁煙 2011.5.

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2011.1.

水戸市

検討中

出入口近傍喫煙コーナー6

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

宇都宮市

建物内禁煙 2012.4.

隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー2

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2012.4.

前橋市

建物内禁煙 2013.4.

出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

出入口近傍喫煙コーナー2

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

自粛の呼びかけ 2004.4.

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2012.4.

さいたま市 喫煙場所を残す
千葉市

なし

喫煙コーナー2

建物内禁煙 2012.4.

喫煙場所 2012.9.

隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー1

灰皿
喫煙場所 2012.3.

屋上2

灰皿

議員･会派控室

23特別区は別掲
横浜市

建物内禁煙 2014.3.

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

建物内禁煙 2014.3.

新潟市

検討中

喫煙室10
(うち来庁者専用3)

なし

自粛の呼びかけ 2008.4.

すべて禁煙

0

0

検討中

喫煙室
議員･会派控室

富山市

未検討

喫煙室2
(うち来庁者専用1)

なし

規定なし

一般公用車は禁煙

1

1

未検討

喫煙室

金沢市

未検討

喫煙室9
（うち来庁者専用2）

なし

灰皿

規定なし

規定なし

0

1

未検討

喫煙室
議員･会派控室

福井市

検討中

来庁者専用喫煙室1

出入口近傍喫煙コーナー1

喫煙場所 2014.10.

自粛の呼びかけ 1994.4.

すべて禁煙

0

0

未検討

議員･会派控室

甲府市

建物内禁煙 2004.10.

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

建物内禁煙 2004.10.

長野市

検討中

喫煙室5

なし

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

検討中

喫煙室

岐阜市

検討中

喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし

自粛の呼びかけ

一般公用車は禁煙

0

3

未検討

議員･会派控室

静岡市

喫煙場所を残す

喫煙室4

テラス・ベランダ1

自粛の呼びかけ 2012.6.

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

名古屋市

建物内禁煙 2013.4.

隣接しない喫煙コーナー3

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2013.4.

津市

喫煙場所を残す

喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

大津市

喫煙場所を残す

喫煙室2
(うち来庁者専用1)

屋上1

規定なし

すべて禁煙

3

1

喫煙場所を残す

喫煙室

京都市

建物内禁煙 2011.8.

喫煙室1

規定なし

一般公用車は禁煙

3

0

建物内禁煙 2011.8.
敷地内禁煙 2012.6.

隣接しない喫煙コーナー2

喫煙場所 2013.5.

喫煙場所 2013.12.

大阪市

敷地内禁煙 2010.4.

なし

勤務時間中禁煙 2010.10.

すべて禁煙

0

0

神戸市

敷地内禁煙 2011.5.

なし

勤務時間中禁煙 2010.3.

すべて禁煙

0

0

敷地内禁煙 2011.5.

奈良市

建物内禁煙 2004.6.

テラス・ベランダ1

勤務時間中禁煙 2014.10.

一般公用車は禁煙

0

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

自粛の呼びかけ

一般公用車は禁煙

7

4

未検討

喫煙コーナー
議員・会派控室
喫煙室

和歌山市

喫煙場所を残す

喫煙室7
(うち来庁者専用1)
喫煙室3

鳥取市

喫煙場所を残す

松江市

建物内禁煙 2011.8.22.

岡山市

喫煙場所を残す

来庁者専用喫煙室2

なし

喫煙場所 2014.1.

なし

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

隣接しない喫煙コーナー2
屋上1

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2011.8.22.

出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室
議員・会派控室
議員･会派控室

広島市

建物内禁煙 2008.9.

テラス・ベランダ1
屋上1

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

山口市

建物内禁煙 2011.4.

喫煙室1
出入口近傍喫煙コーナー5

灰皿

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2011.4.

徳島市

喫煙場所を残す

喫煙室12
(うち来庁者専用1)
来庁者喫煙コーナー13

なし

喫煙場所 2012.9.

規定なし

一般公用車は禁煙

14

2

喫煙場所を残す

喫煙コーナー
議員・会派控室

高松市

喫煙場所を残す

喫煙室4
(うち来庁者専用1)

なし

喫煙場所 2013.3.

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

規定なし

すべて禁煙

1

0

建物内禁煙 2014.4.

屋外閉鎖型喫煙室1
テラス・ベランダ1、屋上4

松山市

建物内禁煙 2014.4.

高知市

未検討

喫煙室4
(うち来庁者専用1)

なし

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

議員･会派控室

福岡市

検討中

喫煙コーナー7

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3

灰皿

規定なし

すべて禁煙

0

0

検討中

喫煙室コーナー

佐賀市

喫煙場所を残す

来庁者専用喫煙室1

屋上1

灰皿

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2003.5.

長崎市

検討中

喫煙室6
(うち来庁者専用1)

出入口近傍喫煙コーナー4

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

喫煙室
議員・会派控室

熊本市

建物内禁煙 2012.4.

出入口近傍喫煙コーナー3
テラス・ベランダ1

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

喫煙室

大分市

建物内禁煙 2004.4.

出入口近傍喫煙コーナー4
テラス・ベランダ8

規定なし

すべて禁煙

0

4

喫煙場所を残す

喫煙室

宮崎市

建物内禁煙 2011.4.

出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2011.4.

鹿児島市

建物内禁煙 2010.9.

出入口近傍喫煙コーナー7

那覇市

建物内禁煙 2003.6.

屋上1

灰皿

灰皿
*

規定なし

規定なし

0

0

建物内禁煙 2010.9.

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

建物内禁煙 2003.6.

喫煙場所は喫煙場所または喫煙コーナーを指します。
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資料3-③ 23特別区、政令市の一般庁舎・議会における禁煙実施状況（2015年3月24日時点）
*：禁煙実施状況の色分けは、最も状況が悪い場所の色分けを使用しています。
禁煙実施状況

喫煙場所

敷地内禁煙（予定）

敷地内禁煙（予定）

建物内禁煙

建物内禁煙

勤務中の喫煙

建物内禁煙化予定

禁煙実施状況

公用車の禁煙化

喫煙場所

敷地内禁煙（予定）

敷地内禁煙（予定）

就業中喫煙禁止

すべて禁煙

建物内禁煙

建物内禁煙
会派控え室のみ

禁煙化決定

禁煙化決定

建物内禁煙化予定

検討中

喫煙室

自粛の呼びかけ

一般車両は禁煙

検討中

未検討

喫煙コーナー

規定なし

規定なし

未検討

喫煙コーナー

喫煙場所を残す

会議・委員会室、喫茶店

喫煙場所を残す
問１−１

問２

問５

問８

問６

23特別区：一般庁舎
禁煙実施状況

喫煙場所（屋内）

喫煙場所（屋外）

問１０-1
空気清浄機

タバコ産業から
*
灰皿/喫煙場所 の提供

喫煙室

問１０-2
議会棟・フロア

公用車

勤務中の喫煙禁止

一般庁舎

議会

禁煙実施状況

喫煙場所（屋内）

千代田区

喫煙場所を残す

喫煙室4

なし

規定なし

一般公用車は禁煙

4

1

喫煙場所を残す

喫煙室

中央区

未検討

喫煙室3
喫煙コーナー1

なし

規定なし

すべて禁煙

3

1

喫煙場所を残す

喫煙コーナー
喫煙室

港区

喫煙場所を残す

喫煙室1

なし

勤務時間中禁煙 2013.4.

すべて禁煙

1

0

喫煙場所を残す

喫煙コーナー

新宿区

喫煙場所を残す

喫煙室1

出入口近傍喫煙コーナー1
屋上1

自粛の呼びかけ 1994.

規定なし

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

文京区

喫煙場所を残す

喫煙室6

出入口近傍喫煙コーナー1

規定なし

すべて禁煙

6

1

喫煙場所を残す

喫煙室

台東区

未検討

喫煙室4

なし

規定なし

すべて禁煙

3

1

喫煙場所を残す

喫煙室

墨田区

検討中

喫煙室1

隣接しない喫煙コーナー2

規定なし

すべて禁煙

2

0

喫煙場所を残す

喫煙室
議員･会派控室

江東区

喫煙場所を残す

喫煙室3
(うち来庁者専用1)

テラス・ベランダ3

規定なし

すべて禁煙

1

0

喫煙場所を残す

喫煙室
議員･会派控室

品川区

未検討

喫煙室8
(うち来庁者専用2)

なし

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

喫煙室

目黒区

敷地内禁煙決定
2016.4.

喫煙室9
(うち来庁者共用9)

なし

規定なし

規定なし

0

0

建物内禁煙 2014.4.

灰皿

大田区

検討中

喫煙コーナー9

隣接しない喫煙コーナー1

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

未検討

喫煙室

世田谷区

未検討

喫煙室1

なし

自粛の呼びかけ 2011.10.

すべて禁煙

1

0

未検討

喫煙室

渋谷区

喫煙場所を残す

喫煙コーナー4

出入口近傍喫煙コーナー1
テラス・ベランダ4

規定なし

一般公用車は禁煙

1

0

未検討

議員･会派控室

中野区

喫煙場所を残す

喫煙室3
(うち来庁者専用1)

なし

規定なし

規定なし

0

0

未検討

議員･会派控室

杉並区

喫煙場所を残す

喫煙室2

なし

規定なし

すべて禁煙

3

0

喫煙場所を残す

喫煙室

豊島区

建物内禁煙決定
2015.5.

喫煙室2

なし

規定なし

すべて禁煙

2

0

建物内禁煙決定 2015.5.

喫煙室（一般庁舎と共用）
議員･会派控室（ベランダ）

北区

建物内禁煙 2004.6.

隣接しない喫煙コーナー3
出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

荒川区

建物内禁煙 2012.3.

出入口近傍喫煙コーナー1

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

1

0

建物内禁煙2012.3.

板橋区

敷地内禁煙決定
2015.1.

なし

テラス・ベランダ1

自粛の呼びかけ

一般公用車は禁煙

0

0

検討中

喫煙室

練馬区

未検討

喫煙室6

なし

規定なし

すべて禁煙

12

1

喫煙場所を残す

喫煙室
議員･会派控室

足立区

建物内禁煙 2014.3.

隣接しない喫煙コーナー1

勤務時間中禁煙 2011.4.

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2014.3.

葛飾区

建物内禁煙 2010.1.

出入口近傍喫煙コーナー1
屋上3

規定なし

一般公用車は禁煙

3

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

江戸川区

喫煙場所を残す

なし

規定なし

規定なし

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室（一般庁舎と共用）
議員･会派控室

喫煙室5

灰皿

*

喫煙場所は喫煙場所または喫煙コーナーを指します。

政令市：一般庁舎
禁煙実施状況

喫煙場所（屋内）

喫煙場所（屋外）

空気清浄機
タバコ産業から
*
灰皿/喫煙場所 の提供

議会棟・フロア

公用車

勤務中の喫煙禁止

一般庁舎

議会

禁煙実施状況

喫煙場所（屋内）

札幌市

検討中

喫煙室8

なし

自粛の呼びかけ 2012.10.

一般公用車は禁煙

6

2

喫煙場所を残す

仙台市

建物内禁煙予定
2015.4.

喫煙室7
（うち来庁者専用1）

なし

規定なし

すべて禁煙

0

0

検討中

議員･会派控室

喫煙コーナー2

出入口近傍喫煙コーナー2

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

建物内禁煙 2012.4.

さいたま市 喫煙場所を残す

喫煙室

千葉市

建物内禁煙 2012.4.

隣接しない喫煙コーナー2
出入口近傍喫煙コーナー1

灰皿
喫煙場所 2012.3.

自粛の呼びかけ 2004.4.

すべて禁煙

0

0

横浜市

建物内禁煙 2014.3.

屋上2

灰皿

規定なし

一般公用車は禁煙

0

0

建物内禁煙 2014.3.

川崎市

未検討

喫煙室2

喫煙室1
テラス・ベランダ1

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

喫煙室

相模原市

喫煙場所を残す

喫煙室10

隣接しない喫煙コーナー1

規定なし

すべて禁煙

10

0

未検討

喫煙室

新潟市

検討中

喫煙室10
(うち来庁者専用3)

なし

自粛の呼びかけ 2008.4.

すべて禁煙

0

0

検討中

喫煙室
議員･会派控室

静岡市

喫煙場所を残す

喫煙室4

テラス・ベランダ1

自粛の呼びかけ 2012.6.

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室

灰皿
喫煙場所 2012.11.

浜松市

建物内禁煙 2011.4.

喫煙室１
屋上1

自粛の呼びかけ 2011.3.

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2011.4.

名古屋市

建物内禁煙 2013.4.

隣接しない喫煙コーナー3

規定なし

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2013.4.

京都市

建物内禁煙 2011.8.

喫煙室1

規定なし

一般公用車は禁煙

3

0

建物内禁煙 2011.8.

大阪市

敷地内禁煙 2010.4.

なし

堺市

建物内禁煙 2004.4.

出入口近傍喫煙コーナー3

神戸市

敷地内禁煙 2011.5.

岡山市

喫煙場所を残す

来庁者専用喫煙室2

勤務時間中禁煙 2010.10.

すべて禁煙

0

0

敷地内禁煙 2012.6.

勤務時間中禁煙 2011.4.

すべて禁煙

0

2

喫煙場所を残す

なし

勤務時間中禁煙 2010.3.

すべて禁煙

0

0

敷地内禁煙 2011.5.

出入口近傍喫煙コーナー2
屋上1

規定なし

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

喫煙室
議員･会派控室

自粛の呼びかけ

すべて禁煙

0

0

喫煙場所を残す

議員･会派控室

規定なし

すべて禁煙

0

0

検討中

喫煙室コーナー

自粛の呼びかけ 2013.1.

すべて禁煙

0

0

建物内禁煙 2011.1.

規定なし

すべて禁煙

0

0

未検討

喫煙場所 2013.4.

テラス・ベランダ1
屋上1

広島市

建物内禁煙 2008.9.

福岡市

検討中

北九州市

建物内禁煙 2011.1.

喫煙室2

熊本市

建物内禁煙 2012.4.

出入口近傍喫煙コーナー3
テラス・ベランダ1

喫煙コーナー7

隣接しない喫煙コーナー1
出入口近傍喫煙コーナー3

灰皿

灰皿
*

喫煙場所は喫煙場所または喫煙コーナーを指します。
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喫煙室

喫煙室

資料4-① 地方自治体の喫煙対策の良好事例（グッドプラクティス）
喫煙室を廃止して平成25(2013)年4月より建物内禁煙とした青森県庁の事例

喫煙室は廃止され、建物内禁煙化

川の対岸に
大阪市役所

・喫煙コーナーは通路近傍で屋根もあるため受動喫煙防止の観点からは、
建物から離すことがより効果的である

・青森県警も同時に建物内禁煙化が行われ、喫煙場所は屋外のプレハブ小屋
・ただし、喫煙室の使用は、喫煙者自身の受動喫煙、および、残留タバコ成分
（3次喫煙、サードハンドスモーク）の原因となるため、閉鎖型にはせず、
壁面の一部を外す、窓にガラスを入れない、など半開放型にすることを推奨したい
豪雪地帯でも建物内禁煙が実施可能であった、という好事例である。
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資料4-② 地方自治体の喫煙対策の良好事例（グッドプラクティス）
喫煙室を廃止して平成25(2013)年4月より建物内禁煙とした青森市役所の事例

喫煙室は廃止して物置に転用し、建物内禁煙化

議会棟も
同時に禁煙

一般庁舎
玄関

川の対岸に
大阪市役所

一般庁舎からは30メートル以上離れ、議会棟にも隣接させていない喫煙室

屋外喫煙コーナー
勤務時間中の喫煙は禁止されており、撮影時、外来者が喫煙していたのみ
豪雪地帯でありながら、議会棟でも建物内禁煙が実施可能であった、という好事例
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資料4-②（続き） 地方自治体の喫煙対策の良好事例（グッドプラクティス）

2014年に撤去された横浜市役所、ロビーの喫煙室

資料4-③ 地方自治体にタバコ産業から提供された喫煙場所

某市役所

某県庁（半開放型）

某県庁、半開放型の喫煙コーナー（タバコ産業の灰皿とポスター）

某市役所屋外の喫煙室にタバコ産業が提供した灰皿
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厚生労働科学研究費補助金（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
分担研究報告書
自治体における受動喫煙防止対策の効果的な推進方策の検討と普及に関する研究
研究分担者

中村正和

大阪がん循環器病予防センター予防推進部長

研究協力者

安田 雄司

NPO 法人京都禁煙推進研究会理事長

栗岡 成人

NPO 法人京都禁煙推進研究会理事

大島 明

大阪府立成人病センターがん予防情報センター顧問

研究要旨
本研究の目的は、自治体における受動喫煙防止対策の効果的な推進方策を検討し、その普及を図ること
にある。今年度は、受動喫煙防止の条例制定を目指しながら現在のところ憲章の策定にとどまっている京
都府をとりあげ、既存の資料の収集に加え、関係者から事情を聴取し、条例化に向けた問題点や課題を明
らかにするとともに、条例実現のための今後の方策について検討した。
その結果、受動喫煙防止の条例化を実現するためには、知事のリーダーシップの下での行政の主体的な
取り組みが必要であることが改めて確認された。また、条例化に対してたばこ産業やサービス産業等の業
界からの政策決定者や行政へのロビー活動が活発であるため、今後その対応策を具体的に検討することが
必要と考えられた。

会には、上記 2 名のほか、分担研究者を含むたば

A．研究目的
本研究の目的は、自治体における受動喫煙防止

こ対策の専門家 3 名が参加した。
座談会中、発言内容を 2 名の記録者が記録し、

対策の効果的な推進方策を検討し、その普及を図

その記録を参考にして、条例化に向けた問題点や

ることにある。
今年度は、受動喫煙防止の条例制定を目指しな

課題、今後の方策について検討した。これらの検

がら現在のところ憲章の策定にとどまっている京

討にあたっては、条例を制定した神奈川県や兵庫

都府をとりあげ、既存の資料の収集に加え、関係

県のほか、京都府と同様、条例制定に至らなかっ

者から事情を聴取し、条例化に向けた問題点や課

た大阪府での進め方について比較検討を行った 1,2)。

題を明らかにするとともに、今後対策を推進する
ための方策について検討した。

（倫理面への配慮）
本研究で実施した方法は、既存の公開資料や座

B．研究方法

談会を通じた調査であり、以下に述べるような手

京都府の受動喫煙防止対策の推進に精力的にか

順や手続きを踏んで実施したので、倫理上の問題

かわってきた NPO 法人京都禁煙推進研究会の関係

は発生しない。座談会への参加を呼びかける時点

者 2 名に参加を依頼し、
「京都府の受動喫煙防止対

で研究目的や内容、座談会の開催趣旨を説明する

策に関する座談会」を開催した。約 2 時間の座談

とともに、座談会での意見の取り扱いについては

会の場を設定し、1)条例制定要請の背景、2)条例

個別の意見として報告書にそのまま示すのではな

制定要請の活動経緯、3)条例化にむけた問題点・

く、意見を整理・要約して報告書に取りまとめる

課題とその解決策、4)他の自治体や国に対するメ

ことを説明し、参加者の了解を得て実施した。

ッセージの順に発言ならびに討論を行った。座談
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・2012 年 10 月には、飲食店や宿泊施設、たば

C．結果と考察

こ商業協同組合等の事業者団体が自主的に受動

１．憲章策定の経緯
京都府での条例制定要請の取り組みと憲章策定

喫煙防止対策を推進することを目的とした「京都

の経緯を表１にまとめた。以下にその概要につい

府受動喫煙防止憲章事業者連絡協議会」が設立さ

て述べる。

れ、2013 年 5 月には同協議会の主導で、京都府、

（１）京都府を中心とした取り組み

京都市の三者で「受動喫煙防止対策を推進するた

・2009 年に「きょうと健康長寿推進府民会議」

めの連携に関する協定」を締結し、官民一体で受

に受動喫煙防止対策部会を設置。4 回の検討部会

動喫煙防止対策に取り組むこととなった。

を経て、2010 年 2 月に「京都府における受動喫煙

（２）NPO 法人「京都禁煙推進研究会」の活動
京都府の条例制定にむけて主導的な役割を担っ

防止対策の推進に関する報告書」をとりまとめた
3)

。同報告書には「実効性のある受動喫煙防止対

策を推進するためには条例の早急な整備が必要」

たのは NPO 法人京都禁煙推進研究会であった。そ
の活動は以下の通りである。

と明記された。資料１に「京都府における受動喫

・2009 年 3 月に神奈川県受動喫煙防止条例が公

煙防止対策の推進に関する報告書」を示す。ただ

布されたことを受け、NPO 法人の京都禁煙推進研

し、条例検討委員会の設置等、制定実現にむけた

究会が条例制定要請活動を開始した。
・
「きょうと健康長寿推進府民会議」に設置され

具体的な動きはなかった。
・2011 年 2 月「京都府受動喫煙防止対策実態調

た受動喫煙防止対策部会に委員として参画し、医

査」が実施された。その結果、受動喫煙防止のた

師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会や、病院

めに行政に望むこととして、「健康への悪影響に

団体に働きかけ、2009 年 12 月に各医療団体と共

ついて情報提供する」が 53.0%と最も多く、「（条

に京都府知事に対して条例制定の要請を行った。

例などにより）規制をする」は 35.2%で 4 位であ

・神奈川県の条例制定の経過から、議会対策が

4)

必要であるとの認識を持ち、2010 年 8 月に各会派

った 。
・2011 年に「京都府がん対策推進府民会議」に
たばこ対策部会が設置されたが、これは府が設置

の府議会・市議会議員を集めて受動喫煙防止につ
いての勉強会を開催した。

した組織ではなく、府民や関係機関、施設管理者

・世論づくりのため、2010 年 12 月から条例制

等が共同してたばこ対策を推進する組織である。

定要請の署名活動を行い、半年にわたる活動で

・同年 11 月に第 1 回たばこ対策部会が開催され、

35,664 筆の署名を集めた。2011 年 11 月からは受

今後の条例制定にむけた一つのステップとして、

動喫煙防止条例賛同店舗の署名活動を行い、272

受動喫煙防止対策の行動指針となる憲章を策定し、

店舗の署名を集めた。
・2012 年 5 月に医療関係団体および行政との共

受動喫煙防止にむけた実効性のある具体的な取り

催でシンポジウムを開催し、条例制定要請署名を

組みを進めていくことについて合意した。
・2011 年 12 月定例本会議での与党自民党議員

知事(代健康福祉部長)に提出するなど、京都府受

による代表質問を受け、知事が受動喫煙防止条例

動喫煙防止憲章策定後も条例制定の実現を目指し

を前提とした「京都府受動喫煙防止憲章（仮称）」

た活動を続けている。

を策定すると答弁した。
・その後、第 2 回,第 3 回のたばこ対策部会を経

２．条例化にむけた問題点や課題の検討

て、2012 年 3 月に京都府受動喫煙防止憲章が策定

上述した京都府での条例化検討の経緯をもとに、

された。憲章策定後もたばこ対策部会は継続し、

神奈川県や兵庫県での進め方と比較検討した結果、

受動喫煙防止施策の実施について検討を行ってい

以下の問題点が考えられた。

る。資料２に「京都府受動喫煙防止憲章」を示す。
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まず第 1 に、条例化にむけて、たばこ対策に取

り組む NPO 法人が中心となって行政に要請を行っ

たばこ産業等からの抵抗が強いことが予想され

ているが、受動喫煙対策を進める立場にある行政

る中で、行政が主体性を持って受動喫煙防止の条

の主体性が希薄である。また、知事のリーダーシ

例化に取り組むためには、まず首長の十分な理解

ップも弱く伝わってこない。条例を制定した神奈

とリーダーシップが必要であり、条例化の検討を

川県や兵庫県では条例化の検討会を特別に設置し

進める上での必要条件と考えられる。条例制定に

ているが、京都では既存の健康づくりやがん対策

成功した神奈川県や兵庫県 1)と、条例案を取り下

の会議において検討をするという姿勢であり、こ

げた大阪府 2)や憲章にとどまっている京都府を比

の点からも積極性が感じられない。

較すると、条例制定にむけた知事のリーダーシッ

第 2 に、首長・議員への働きかけを行っている

プには大きな差がみられた。また、議会での検討

点は評価できるが、実施の主体はあくまで NPO 法

にむけて、WHO のたばこ規制枠組条約に沿った内

人である。NPO 法人が主催または参加したシンポ

容の条例化に賛同・協力する議員を増やすための

ジウムや勉強会の中で首長・議員への働きかけを

取り組みは必須である。議員の関心を高める活動

行っているが、行政側が条例化にむけて議員にど

として、行政の担当部局による議員への働きかけ

の程度働きかけを行ったのかは不明である。

のほか、NPO 法人だけでなく、地元の医師会等の

第 3 に、条例化に対して、たばこ産業やサービ

保健医療団体やその他の関連団体が連携して議員

ス産業等の業界からのロビー活動が 2011 年の定例

へのロビイングやレクチャー等を行うことも必要

本会議での知事答弁以降、活発となり、知事、議

である。

員、
行政のいずれもが圧力を受けた可能性がある。

そのほか、地域の文化や伝統、子供や女性など

その背景として、国際都市としての京都の情報発

健康以外のテーマとたばこ問題の活動を結びつけ

信力や NPO 法人の活動が非常に活発であることへ

るなどして、受動喫煙対策に無関心な層も含めて

の危機感、神奈川県や兵庫県での条例制定に至る

幅広い対象に働きかけることが必要であることや、

経験から抵抗勢力側も学習をしたことなどが考え

そのような世論形成が可能になれば、受動喫煙対

られる。

策への議員の関心も高まるのではないかという意

第 4 に、憲章策定後に、飲食店や宿泊施設、た

見が座談会で出された。

ばこ商業協同組合等の事業者団体が自主的に受

首長の理解・関心など諸条件から条例化の実現

動喫煙防止対策を推進することを目的とした協議

がすぐに難しいと判断される場合は、
官公庁施設、

会を設立し、行政との協定を結んで「官民一体」

医療機関、学校などの公共性の高い施設に限って

で受動喫煙防止対策に取り組むことになった。受

対策を進めることは可能である。官公庁施設や学

動喫煙防止対策にあたって関連業界の理解と協力

校であれば、条例でなく、規則を徹底することで

を得ることは必要であるが、受動喫煙の本質が他

も実効性をあげることができる。

者危害であることを考えると、基本的には行政が

段階的に対策を進める場合でも、次のステップ

主体となって規制すべき課題である。同様の動き

である職場、飲食店等のサービス産業を含めた条

は条例制定を取り下げた大阪府においてもみられ

例化にむけて、関連団体との話し合いや世論形成

ているが、大阪府の場合は、業界団体とは一線を

にむけた活動を始めておくことが大切である。具

画するために協議会のメンバーとして加わってい

体的には、たばこ産業のメディア戦略での主張（
「受

ない。今後、受動喫煙防止対策の推進において、

動喫煙の健康影響は明らかになっていない」
「分煙

業界団体との関係性をどう保つかについては十分

により喫煙者と非喫煙者が共存できる社会の実現

検討しておくべき必要がある。

が大切」
「受動喫煙防止は分煙と喫煙者のマナーに
よって解決できる」
「禁煙化は地元経済に悪影響を

３．条例実現のための今後の方策の検討

及ぼす」など）に対して、エビデンスに基づいた
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カウンターメッセージ（「受動喫煙による健康影響

て自ら取り組むとともに、国に対しても働きかけ

の安全域はなく、周囲の人の健康に悪影響を及ぼ

を行って、全国規模の受動喫煙防止対策の法的規

す」
「受動喫煙のために肺がんと虚血性心疾患に限

制の強化を目指すことが必要と考える。そのため

っても年間 6800 人が死亡している」
「受動喫煙は

のインフラとして、各都道府県の行政担当者ネッ

他者危害であり、その対策として建物内全面禁煙

トワークの構築・強化、各地域でたばこ対策に取

が必要である」
「建物内全面禁煙によってもサービ

り組む関係団体と行政の連携の強化、受動喫煙防

ス産業の経済に悪影響はない」など）を発信する

止の法規制にむけたアドボカシーのための研修や

ことが必要である。また、売上げや喫煙する利用

話合いの場の設定が必要と思われる。

客からのクレームなどを気にして、対策に抵抗す
ることが予想されるサービス産業に対しては、受

D．結論
京都府での経験から、受動喫煙防止の条例化を

動喫煙から保護されるべき優先順位の高い対象は、
利用客でなく、そこを職場として毎日長時間働く

実現するためには、知事のリーダーシップの下で

労働者であることを再確認し、分煙では労働者の

の行政の主体的な取り組みが必要であることが改

職業的な受動喫煙の曝露は解決できないことを事

めて確認された。また、条例化に対してたばこ産

業者をはじめ、議員、メディア関係者、一般住民

業やサービス産業等の業界からの政策決定者や行

に伝えることが必要である。

政へのロビー活動が活発であるため、今後その対

条例制定を取り下げた大阪府の場合は、府議会

応策を具体的に検討することが必要と考えられた。

において、たばこ産業等の業界から情報提供を受
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表１．京都府受動喫煙防止憲章策定の経緯
NPO 法人京都禁煙推進研究会の活動

京都府の動き
2009 年 12 月
2009 年 6 月～
2010 年 1 月

2010 年 2 月

医療団体と共に、受動喫煙防止条例制定の
要請を京都府知事に提出
きょうと健康長寿推進府民会議受動喫煙
防止対策部会（計 4 回開催）
受動喫煙防止条例制定の要請を政党・公的
団体、京都市に提出
きょうと健康長寿推進府民会議受動喫煙
防止対策部会「京都府における受動喫煙
防止対策の推進に関する報告書」

2010 年 8 月
2010 年 12 月
2011 年 2 月～
2011 年 3 月
2011 年 11 月

2011 年 12 月
2012 年 1 月～

2012 年 3 月
2012 年 5 月
2012 年 7 月

2012 年 10 月
2013 年 1 月

各会派の議員を集めて禁煙指導講習会を
開催
条例制定要請署名活動スタート
京都府受動喫煙防止対策実態調査
京都府受動喫煙防止対策実態調査報告書
京都府がん対策推進府民会議たばこ対策
部会
第 1 回対策部会…憲章策定について合意
定例本会議での代表質問と知事の答弁
京都府がん対策推進府民会議たばこ対策
部会
第 2,3 回対策部会…憲章(案)の検討と承認
京都府受動喫煙防止憲章の策定

タバコフリーシンポジウム開催
条例制定要請署名（35,664 筆）を提出
京都府がん対策推進府民会議たばこ対策
部会平成 24 年度第 1 回対策部会
…受動喫煙防止施設登録制度(案)につ
いて
京都府受動喫煙防止憲章事業者連絡協議
会の設立
京都府がん対策推進府民会議たばこ対策
部会平成 24 年度第 2 回対策部会
…受動喫煙防止施策に係る表示マーク
について

2013 年 2 月
2013 年 5 月

2014 年 3 月

受動喫煙防止条例賛同店舗署名活動スタ
ート

飲食店受動喫煙防止条例要請署名（賛同飲
食店 272 店舗）を提出
京都府、京都市、京都府受動喫煙防止憲
章事業者協議会による「受動喫煙防止対
策を推進するための連携に関する協定」
の締結
京都府がん対策推進府民会議たばこ対策
部会平成 25 年度第 1 回対策部会
…今後の取り組みについて
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資料１．京都府における受動喫煙防止対策の推進に関する報告書
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資料２．京都府受動喫煙防止憲章
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資料３．受動喫煙防止対策のための政策提言用ファクトシート
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厚生労働科学研究費（循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業）
自治体における受動喫煙防止対策の効果的な推進方策の検討と普及に関する研究

分担研究報告書
職業的な受動喫煙による遺伝子障害の指標の検討
研究分担者 河井一明 産業医科大学 産業生態科学研究所 職業性腫瘍学 教授

研究要旨
喫煙による健康影響の指標として酸化的 DNA 損傷に着目した。酸化的 DNA 損傷は突然変
異を誘発し、がんや糖尿病、循環器疾患などの原因として関わりが深いとされている。比
較的大規模な疫学調査においては、酸化的 DNA の代表的なマーカーである尿中 8-OHdG
レベルと喫煙の関わりが明らかとなっているが、受動喫煙防止対策としての応用を考え、
個人レベルでの検討を行った。その結果、尿中 8-OHdG 値は日内で変動が見られ、個人レ
ベルでの酸化的 DNA 損傷を感度良く測定できる可能性が示唆された。さらに、喫煙者が禁
煙することにより尿中 8-OHdG レベルが有意に低下すること、また喫煙の再開によって有
意に増加することが明らかとなった。今後、たばこ曝露量との関係を調査することによっ
て受動喫煙対策への応用が期待される。
A．研究目的

これまでの疫学研究では、比較的大きな集

多くの疫学調査から喫煙が肺がんを増加

団を対象とした調査で、たばこによる尿中

させることは明らかである。その機序の一

8-OHdG レベルの増加が報告されてきた。

として、たばこの煙に含まれる化学物質や、

今回、受動喫煙による遺伝子障害の指標と

喫煙によって肺胞に動員される炎症細胞に

して検討するに当たり、個人レベルで尿中

よる活性酸素の生成が挙げられる。活性酸

8-OHdG と喫煙の関係を明らかにすること

素は、遺伝子 DNA を傷害して突然変異や

を目的とした。一般に、健康診断時の採尿

発がん、その他の疾病の原因となる。活性

は午前中の比較的早い時間に行われること

酸素による代表的な DNA 損傷として 8-ヒ

が多いが、喫煙による尿中 8-OHdG レベル

ドロキシデオキシグアノシン(8-OHdG)が

への影響を見る場合、適した採尿時間に関

よく知られており、生体の酸化的 DNA 損

する報告はない。さらに、尿中 8-OHdG レ

傷のマーカーとして広く分析されている。

ベルは生体の酸化ストレス状態を反映して

これまでの研究により、喫煙者の尿中

おり、喫煙による影響を調査する際、生活

8-OHdG レベルが高いことやアスベストや

習慣の違いによる個体差を無視できない。

人工鉱物繊維に曝露された場合に相乗的に

よって、個人レベルで喫煙による影響を明

活性酸素による DNA 傷害が増加すること

らかにする意義は大きいと考えられる。

が報告されており、たばこによる遺伝子傷
害の初期影響マーカーとして注目される。
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B．研究方法
8-OHdG/creatinine(ng/mg)

10

禁煙を決意した被験者の尿を、禁煙を始
める前に数日、禁煙後に数日採取した。採
取は、起床時から就寝時まで２時間おきに
行い、測定まで−20℃で保存した。8-OHdG
の測定は、精度ならびに信頼性が高い
HPLC-ECD 法によった。
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�

8
6
4
2
0

8

10

12

14

16

18

20

22

24

time (hr)

図 1 尿中 8-OHdG レベルの日内変動

C．結果

A:禁煙前 B:禁煙中 C:禁煙後

起床時から就寝前まで２時間おきに採取
した尿中 8-OHdG レベルの値
（禁煙前(A)、
禁煙中(B)、喫煙再開後(C)にそれぞれ採取
れぞれの値に有意差は認められなかったが、
尿中 8-OHdG レベルは、禁煙前の喫煙期間
(A)、禁煙期間(B)、喫煙再開後(C)のいずれ
においても午前中より午後にやや高くなる
傾向を示した。

8-OHdG/creatinine(ng/mg)

した数日分の平均値）を図 1 に示した。そ
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けて採取した日の結果を表している。喫煙
期間に比べて禁煙することにより 8-OHdG
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レベルが有意に低下した。また約１ヶ月の
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禁煙期間の後、喫煙を再開すると 8-OHdG
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値が有意に増加した。
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24

はそれほど大きくないとされ、採取する時
間の検討はされてこなかったが、今回の結
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果は、有意差はないものの１日の中で 20％
に近い変動がみられることから、今後検討
する必要があると考えられる。さらに、図
１は喫煙期間中の日内変動を示しているが、
勤務中は喫煙をしていないことから、喫煙
によって短時間に尿中 8-OHdG 値が増加す
るとは考えにくい。被験者は、20 歳台男性
で同年代の男性の 8-OHdG 値の平均値と比
べると、喫煙時に高い傾向にある。尿中
8-OHdG レベルは、生体の酸化ストレスの
指標として広く測定されており、影響を及
ぼす要因としては喫煙以外にも様々な生活
要因が挙げられている。その中で禁煙によ
ると考えられる有意な結果が得られたこと
から、個人の試料の測定を継続して行う意
義は大きい。今後、禁煙期間を長くした場
合の効果を含めてさらに例数を増やして検
討し、たばこ煙の曝露量と尿中 8-OHdG レ
ベルの関係を明らかとすることにより、受
動喫煙対策への応用につなげたい。
Ｇ．研究発表
１．論文発表（本研究に関連するもの）
なし
２．学会発表
なし
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況
この研究において、知的財産権に該当す
るものはなかった。
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たばこ副流煙指標物質を用いた三次喫煙評価手法の確立
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研究要旨
日本国内では，たばこ副流煙を主な要因とする受動喫煙や三次喫煙による悪臭及びその有害性が懸
念されているものの，それらに対する対策は十分でなく，受動喫煙や三次喫煙の適切な評価手法の確
立が必要とされている。本研究では，たばこ副流煙中のガス状物質揮発性有機化合物（VOCs）に着
目し，定性・定量的な測定方法の確立を目指し，たばこ煙由来のマーカー物質の探索を行った。3 種
類の異なる洋服の生地（20×20 cm，フリース，セーター，シャツ）に自動喫煙装置を用いてたばこ
副流煙を曝露させ，チャンバー内に移した後，布から発生する VOCs を，捕集剤を充填させたサンプ
ラーにより捕集した。その後，1，6，24，72 時間の経時的な濃度変化を加熱脱着-GC/MS により調べ
た。その結果，たばこ臭の要因として知られるアルデヒド類，複素環式化合物，芳香族炭化水素類，
オレフィン系炭化水素類などの化合物が，濃度差や物質数に違いはあったものの，いずれの布からも
検出され，これらは空気中へ一定の割合で拡散しているものと推測された。また化合物の中でも，特
に，ニコチンに由来し，環境中でも安定なガス状物質 3-ethenylpyridine は，検出された VOCs の中で
も比較的高濃度含まれており，時間依存的な濃度の減衰が確認されたことからも，たばこ副流煙の有
効なマーカー物質となると考えられた。
A. 研究目的

め，発がん性物質である多環芳香族炭化水素類や

たばこ副流煙や呼出煙による非喫煙者への受

揮発性有機化合物など，室温でガス状の多岐にわ

動喫煙，または，たばこ煙の髪の毛や衣類，部屋

たる物質が含まれている［5］。これらガス状の化

のカーテンやソファなどへの付着による第三者

合物に関しては，従来から屋内の空気の浄化や分

への三次喫煙（サードハンドスモーク）は，悪臭

煙対策機器として利用されてきた空気清浄機で

により周囲へ不快な影響を与えるのみでなく，副

さえも除去できないことが指摘されていること

流煙中には主流煙よりも多くの有害性化合物が

からも［6］
，今後，室内空気中におけるガス状物

含まれていることからも，小さな子どもを初めと

質の濃度を適切に評価し，受動喫煙及び三次喫煙

し た非 喫煙者 への 健康影 響が 懸念さ れて いる

の防止に向けた対策を取っていくことが必要と

［1-4］。一般に，たばこ副流煙には，悪臭成分と

考えられる。本研究では，たばこ副流煙に含まれ

して知られているアルデヒド類やアミン類を初

る化合物の中でも，特にガス状物質である VOCs
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に着目した三次喫煙の影響評価のための定性・定

放散される VOCs を捕集した。

量的な測定方法の確立を目指し，たばこ煙に由来
４．VOCs 分析方法

するマーカー物質の探索を行うこととした。

サンプルの前処理及び分析は，加熱脱着装置
B. 研究方法

（Gerstel，TDSA）を用いてサンプラーに捕集さ

1. 材料

れた VOCs を脱離させ，GC/MS（HP6869）により

国内で市販される紙巻たばこ（Seven Stars：日

SCAN モードで分析した。カラムには InertCap

本たばこ産業（株）
）を購入し，ISO3402 に準拠し，

5MS／Sil（60 m ×0.25 mm i.d., 0.25 μm, GL

予め実験前に恒湿化
（最低 48 時間～最大 10 日間，

Science）を用い，以下の条件で分析を実施した

温度 22±1℃，相対湿度 60±3 %）を行った［7］
。

（40℃，5 min→10℃/min→300℃，7 min）
。

素材の異なる 3 種類の洋服（フリース：ポリエス
テル 100 %，セーター：毛 100 %，ワイシャツ：

C. 結果及び考察

綿 100 %）から 20 cm×20 cm の布を 2 枚ずつ切り

初 め に ， フ リ ー ス 生 地の 布 か ら 放 散 さ れ た
VOCs について，
GC/MS で分析を行った結果を Fig.

取り実験に用いた。

1 に示す。この結果より、たばこ臭の要因として
2．曝露方法

知られる主な化合物であるアルデヒド類（hexanal，

自動喫煙装置（Borgwaldt，LX20）を用い，紙

heptanal，octanal，nonanal，decanal，benzaldehyde），

巻たばこを ISO 法により燃焼させ，室内で副流煙

複素環式化合物（pyrrole，furfural，pyridine，pyridine

を発生させた。このとき，1 回につき 6 本×5 回

化合物）
，芳香族炭化水素類（benzene，toluene，

で，合計 30 本の紙巻たばこを燃焼させた。曝露

styrene，naphthalene，phenol），オレフィン系炭化

方法として，各種布 2 枚ずつを発生する副流煙の

水素類（hexadecene，octadecene）などの化合物が

上 20 cm の位置につるし，副流煙の曝露を 1 時間

検出された。これらは布の種類によって吸着力の

行った。

違いなどが予想され，検出された化合物の数や物
質に差があったものの，いずれの布からも共通し

3．VOCs サンプリング方法

て上記に示す化合物の殆どが検出された。また，

各種の布に副流煙を曝露させた後，それらを材

これらの中でも，特に，たばこの臭いと密接に関

料放散試験用のチャンバー（ADPAC-SYSTEM,

与するニコチンまたはその代謝物や分解物であ

AD4I-110HG）に移し，1 時間放置した。このとき

る ピ リ ジ ン 化 合 物 （ pyridine,

チャンバー内の温度 28℃，湿度 50 %に維持し，

（1-methyl-2-pyrrolidinyl）-，3-ethenylpyridine）は，

換 気 流 量 及 び 回 数 は 建築 基 準 法 に 基 づ き 166

他の化合物と比較して高濃度検出され，ニコチン

ml/min，0.5 回/h と設定した。チャンバー内に布を

代謝物である pyridine, 2-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)

設置してから，1 時間，6 時間，24 時間，72 時間

は，高沸点化合物であることから揮発性が低く、

後に，沸点の異なる VOCs の捕集に適した 3 種類

曝露後数時間経過しても大きな濃度の変化は見

の捕集剤（Gerstel Tube/ Tenax TA 60/80（Supelco）
，

られなかった。一方で、ガス状物質である

CarbotrapB（Supelco），Carboxen-1000（Supelco））

3-ethenylpyridine については，布へのたばこ煙曝露

を充填させたサンプラーにより，チャンバー内の

後 1 時間，6 時間，24 時間後と時間依存的に濃度

空気を流速 100 ml/min で 50 分間吸引し，布から

が減衰する傾向がいずれの布からも見られ，72 時
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2-

間後には検出下限値以下であったことから，この

E.知的財産権の出願・登録状況

時点で布からの放散はほぼ完全に終息した（Fig.

なし

2）
。その他の化合物では，toluene，fulfural，phenol，
nonanal，dodecane などが高濃度検出され，揮発性

F. 研究発表

などによる物性の違いや濃度の違いにより時間

統括報告書に一括記載した。

差はあったものの，いずれも時間の経過と共に濃
度の減衰が見られ（Fig. 2），空気中への拡散と共

G. 参考文献

に，布に付着した臭い成分が徐々に減少している
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ミニ特集

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

巻
欅

頭
田

尚

言
樹

国立保健医療科学院

喫煙は最大の健康阻害要因である。本ミニ特集では，日本も批准し，平成 17 年に発効した WHO FCTC; Framework
Convention on Tobacco Control「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」を通して，国内のたばこ対策の現状と
課題について紹介する。
FCTC の柱となる条文に関しては，下記に示すようなところがある。
公衆衛生政策の保護
公衆衛生政策のたばこ産業からの保護（第 5.3 条）
たばこの需要の減少に関する措置
たばこの需要を減少させるための価格及び課税に関する措置（第 6 条，たばこの価格政策）
たばこの需要を減少させるための価格に関する措置以外の措置（第 7 条）
たばこの煙にさらされることからの保護（第 8 条，受動喫煙の防止）
たばこ製品の含有物に関する規制（第 9 条，成分規制）
たばこ製品についての情報の開示に関する規制（第 10 条，情報開示）
たばこ製品の包装及びラベル（第 11 条，警告表示）
教育，情報の伝達，訓練及び啓発（第 12 条）
たばこの広告，販売促進及び後援（第 13 条，広告・宣伝の禁止）
たばこへの依存及びたばこの使用の中止についてのたばこの需要の減少に関する措置（第 14 条，禁煙支援・治療）
たばこの供給の減少に関する措置
たばこ製品の不法な取引（第 15 条）
未成年者への及び未成年者による販売（第 16 条）
経済的に実行可能な代替の活動に対する支援の提供（第 17 条）
このうち，今回のミニ特集では，第 8 条から 11 条について詳細な解説を頂いた。
今回の，特集で触れていない条文に関連する近年の国内での施策あるいは課題を見てみると以下のようなものがある。
第 6 条たばこの価格政策においては，直近では平成 26 年 4 月の消費税率引き上げに伴う 1 箱 20 円程度引き上げがあっ
た。平成 22 年 10 月には 1 本当り 3.5 円のたばこ税の引き上げとたばこ価格の引き上げにより 1 箱 110 円程度引き上げ
られたことが大きなニュースになった。この際には消費量の減少がある一方，たばこ税収は増加している。しかしな
がら，日本のたばこ価格は，先進諸外国に比しまだまだ廉価である。たばこ価格の上昇はたばこ対策の手段として最
も効果的であり，2014 年の WHO 世界禁煙デーのテーマは ｢Raise taxes on tobacco（たばこ税の引き上げを）｣ であった。
第 13 条たばこの広告・宣伝の禁止に関しては，たばこ事業法第 40 条において，
「製造たばこに係る広告を行う者は，
未成年者の喫煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに，その広告が過度にわたることがない
ように努めなければならない。」とし，具体的なところにおいては，財務省告示として「製造たばこに係わる広告を
行う際の指針」が出されている。しかしながら，これは FCTC 第 13 条第二項「締約国は，自国の憲法又は憲法上の
原則に従い，あらゆるたばこの広告，販売促進及び後援の包括的な禁止を行う。」ものに対応したものとなっていない。
さらに，たばこ業界による「製造たばこに係わる広告，販売促進活動及び包装に関する自主規準」により，未成年者

〔1〕

－70－

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 70 巻

第1号

2015 年 1 月

が視聴する時間帯，雑誌等での個別銘柄の広告を自粛・中止しているところであるが，製品広告以外の企業広告，喫
煙マナー広告などには適応されず，未成年者への規制も徹底されてはいない。
第 14 条禁煙支援・治療に関しては，平成 18 年 4 月より一定の基準を満たす患者の禁煙治療において保険が適用になっ
た。一方，喫煙と関連した疾病の診療ガイドラインにおける禁煙支援・治療に関する言及は，アメリカなどに比べる
と大きく遅れている現状にある。
第 16 条に関連して，国内では未成年者喫煙禁止法により，満 20 歳未満の喫煙は禁止されている。一方，日本はた
ばこ自動販売機の設置が世界でも突出しているが，第 16 条では，未成年者に利用されないこととされており，これ
に関連して，国内では平成 20 年より，成人識別自動販売機と taspo カードが導入された。しかしながら，コンビニ等
での対人販売に際し成人証明の提示義務は無い状況である。
以上のように，まだまだ残された課題が非常に多いことが分かる。これらたばこ施策を進めていく包括的なパッケー
ジとして WHO では下記に示す MPOWER を提案している。

マーガレット・チャン・WHO 事務局長は，MPOWER はたばこ対策を進めていく上での最初の一歩であると述べて
いる。
最近では，たばこ製品として紙巻きたばこだけでなく，国内においても，口腔に入れて使用するゼロスタイル・スヌー
ス，非燃焼性で電気加熱式の Ploom，iQOS などの無煙たばこ等，新しいたばこ製品の販売，加えて，国内ではニコチ
ン入りは薬事法との関係で禁止されているが個人輸入でニコチン入りも広がりつつある電子たばこなど，新規のたば
こ製品，たばこ関連製品の販売が広がっている。
本ミニ特集が，これらたばこ対策について理解する機会となることを願っている。

〔2〕

－71－

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.)，70，3–14（2015）
© 日本衛生学会

ミニ特集

総

説

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第 8 条
「たばこの煙にさらされることからの保護」について
大和

浩，姜

英，太田

雅規

産業医科大学産業生態科学研究所健康開発科学研究室

WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Article 8:
Protection from Exposure to Tobacco Smoke
Hiroshi YAMATO, Ying JIANG and Masanori OHTA
Department of Health Development, Institute of Industrial Ecological Sciences, University of Occupational and Environmental Health, Japan

Abstract
It is necessary to implement 100% smoke-free environments in all indoor workplaces and
indoor public places in order to protect people from exposure to second-hand tobacco smoke (SHS). Fortyfour countries have already implemented comprehensive smoke-free legislations according to the Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) Guidelines on protection from exposure to tobacco smoke. The
Occupational Safety and Health Law (OSHL) was partially revised to strengthen the countermeasures against
SHS in Japan in 2014. However, the revision was only minimal. Firstly, it is necessary to make efforts to
implement countermeasures against SHS (their implementations are not obligatory, as required in Article 8).
Secondly, the revised OSHL allowed the implementation of designated smoking rooms inside workplaces
(Article 8 requires 100% smoke-free environments). Thirdly, revised OSHL does not effectively cover the
small-scale entertainment industry so that workers in restaurants and pubs will not be protected from occupational SHS. We explain the importance of implementation of 100% smoke-free environments by law, using
the data on leakage of smoke from designated smoking rooms, and occupational exposure to SHS among
service industry workers. The decrease in the incidence of smoking-related diseases in people where a comprehensive smoke-free law is implemented is also introduced. These data and information should be widely
disseminated to policy makers, media, owners of service industries, and Japanese people.
Key words: second-hand tobacco smoke（受動喫煙），Framework Convention on Tobacco Control（たばこの
規制に関する世界保健機関枠組条約，FCTC），smoking ban（屋内全面禁煙法），legislation
（法規制），smoking-related diseases（喫煙関連疾患）

1．は じ め に

ている (1)。わが国では，能動喫煙による超過死亡が
128,900 人 (2)，さらに，受動喫煙に起因する非喫煙者の
死亡が 6,800 人と推定されており (3)，包括的な喫煙対策
を推進して国民の健康を守ることは喫緊の課題である。

能動喫煙による年間の超過死亡数は世界全体で 600 万
人，受動喫煙により 60 万人が死亡していると推定され

2．「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」

受付 2014 年 7 月 24 日，受理 2014 年 10 月 3 日
Reprint requests to: Professor Hiroshi YAMATO
Department of Health Development, Institute of Industrial Ecological
Sciences, University of Occupational and Environmental Health,
Japan, Iseigaoka 1-1, Yahatanishiku, Kitakyushu, Japan
TEL: +81(93)691-7473, FAX: +81(93)602-6395
E-mail: yamato@med.uoeh-u.ac.jp

世界保健機関（WHO）は喫煙と受動喫煙による健康障
害を防止するために，2005 年 2 月 25 日，たばこの規制
に関する世界保健機関枠組条約（Framework Convention
on Tobacco Control：FCTC）を発効させ，2014 年までに
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表 1 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」
（外務省訳）
第5条

一般的義務（たばこ産業からの公衆衛生政策の擁護
など）

第6条

たばこの需要を減少させるための価格及び課税に関
する措置（値上げ）

第8条

たばこの煙にさらされることからの保護（屋内施設
の全面禁煙化）

第9条

たばこ製品の含有物に関する規制

第10条

たばこ製品についての情報の開示に関する規制

第11条

たばこ製品の包装及びラベル（の警告の強化）

第12条

教育，情報の伝達，訓練及び啓発

第13条

たばこの広告，販売促進及び後援（の禁止）

第14条

たばこへの依存及びたばこの使用の中止についての
たばこの需要の減少に関する措置（禁煙治療の普及）

第15条

たばこ製品の不法な取引（の禁止）

第16条

未成年者への及び未成年者による販売（の禁止）

第17条

経済的に実行可能な代替の活動に対する支援の提供

*（

図1

）内は筆者による追記

表 2 FCTC 第 8 条「たばこの煙にさらされることからの保護」
（外務省訳）
1．締約国は，たばこの煙にさらされることが死亡，疾病及
び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明
されていることを認識する。
2．締約国は，屋内の職場，公共の輸送機関，屋内の公共の
場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこ
の煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法
上，執行上，行政上又は他の措置を国内法によって決定
された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し，並
びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施
を積極的に促進する。

180 の国と地域が参加している。2004 年に批准したわ
が国も締約国会議の一員として表 1 に示す条項を履行
する国際的な義務を負っている (4)。なお，2014 年まで
に 6 回の締約国会議（Conference of Parties：COP）が開
催され，各条項を履行するためのガイドラインが作られ
てきた。

3．第 8 条「たばこの煙にさらされることからの保護」
外務省が訳した FCTC 第 8 条の内容を表 2 に示す (4)。
2007 年，タイで開催された第 2 回締約国会議（COP2）
では，第 8 条を確実に履行するための政策勧告（Policy
recommendation）が示され，わが国を含む全会一致で以
下の内容が採択され，2011 年，他の条項と合わせてガ
イドラインが作成された (5)。

受動喫煙防止法の実施状況（国民所得別）
（(6) より改変）

・たばこの煙にさらされて安全というレベルはなく，受
動喫煙による健康被害を完全に防止するためには，屋
内を 100% 禁煙にすべきである。
・換気や空気清浄装置を用いた喫煙室などの工学的な対
策では不十分である。
・すべての屋内の職場及び屋内の公共の場所は禁煙とす
べきである。
・人々をたばこの煙からさらされることから保護するた
めの立法措置が必要である。
・自主規制による対策は不十分であり，有効な受動喫煙
防止対策のためには，法律は単純，明快でかつ強制力
をもつべきである。
すべての屋内施設を全面禁煙とする罰則付きの法律を
施行することが求められており，その期限は「条約が発
効した 2005 年 2 月 27 日から 5 年以内」
，つまり，2010 年
2 月 27 日とされていた。わが国では受動喫煙防止対策の
強化に関する厚生労働省健康局長通知と労働安全衛生法
の一部改正が行われたが，FCTC 第 8 条で求められてい
る内容の法律はいまだに施行されていない。
しかし，海外では 2004 年にアイルランドが世界で初
めて一般職場だけでなく，レストランやパブを含めてす
べての屋内施設を全面禁煙とする受動喫煙防止法を
FCTC の発効の前年に施行し，その後も，ニュージーラ
ンド（2004 年），ウルグアイ（2006 年），イギリス（2007
年），香港，トルコ（2009 年）など多くの国・地域で同
様の法律が施行されている。
WHO は， 受 動 喫 煙 防 止 対 策 だ け で な く，FCTC の
6 つ の 政 策 パ ッ ケ ー ジ * と し て MPOWER を 提 唱 し，
2008 年の最初の報告から定期的に更新している。
MPOWER 2013 の「P」，つまり，受動喫煙防止に関す

タバコは，戦国時代末期にポルトガル人によって鉄砲とともに伝来した。ポルトガル語の“tabaco”に由来しており（英語では
tobacco），同時期の外来語であるカステラやボタンと同様，筆者はカタカナ表記を用いている。日本政府は，古くから「たばこ」と
ひらがな表記を用いているため，条約や法律などの引用部分はひらがな表記に従っている。
*：Monitor（モニタリング），Protect（受動喫煙の防止），Offer（禁煙治療の提供），Warn（警告の強化），Enforce（タバコ広告，販売
促進，後援の規制），Raise（タバコ税の引き上げ）
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図 2 2012 年にすべての屋内施設を全面禁煙としている 43 ヵ国。43 ヵ国は以下の通り：アイルランド，アルゼンチン，アルバニア，
イギリス，イラン，ウルグアイ，エクアドル，オーストラリア，カナダ，ギリシャ，グアテマラ，コスタリカ，コロンビア，コンゴ，
スペイン，セイシェル，タイ，チャド，トリニダード・トバゴ，トルクメニスタン，トルコ，ナウル，ナミビア，ニュージーランド，
ネパール，パキスタン，パナマ，パプアニューギニア，バルバドス，ブータン，ブラジル，ブルガリア，ブルキナファソ，ブルネイ，
ベネズエラ，ペルー，ホンジュラス，マーシャル諸島，マルタ，モンゴル，ヨルダン川西岸地区，リビア，レバノン。
ロシアは 2014 年 6 月より全面禁煙。

る調査では，2012 年までに医療施設，大学以外の教育施
設，大学，官公庁，一般の職場，食事を主とするレスト
ラン，飲物を主とするカフェ，パブ・バー，公共交通機
関の 8 領域の屋内施設が全面禁煙となっているのは低所
得国も含め 43 ヵ国であった（図 1，図 2）(6)。
アメリカの規制は州単位であり，アメリカ疾病予防管
理センター（CDC）の報告では，2010 年までに 50 州の
うち 25 州，および，ワシントン DC で屋内施設を全面
禁煙とする州法が施行されていた（図 3）(7)。
イタリアやフランス，ノルウェー，フィンランドなど
では第 2 選択として喫煙室の使用を認める法律を施行
している。しかし，喫煙専用室の設置基準には厳しい
条件（完全閉鎖空間，独立した排気システム，漏れが
発生しない構造，飲食・給仕禁止など）が設けられてい

るため，実際上，全面禁煙を選択せざるを得ない国々が
多い (8)。

4．第 8 条の背景：受動喫煙による健康被害
タバコ煙には 4,000 種類の化学物質が含まれており，
うち 200 種類には有害性があることが知られている。
2004 年，WHO の 関 連 団 体 で あ る 国 際 が ん 研 究 機 関
（International Agency for Research on Cancer：IARC）は，
モノグラフ第 83 巻「喫煙と受動喫煙」において，タバ
コ煙に含まれている単体として特定可能な 64 種類の発
がん性物質のリストを公表するとともに (9)，受動喫煙
を証拠の強さによる発がん性分類として最も強いグルー
プ 1 に分類している。
MPOWER では，受動喫煙によって各種のがん，脳卒
中を含む心血管系疾患，喘息や COPD などの呼吸器疾患，
中耳疾患，早産や低出生体重児などの疾患のリスクが高
まることを指摘している。
1）受動喫煙による肺がんリスクの上昇
職域の調査は長期間にわたって移動の少ない集団を追
跡できることから，その影響の大きさを評価する上で価
値が高い。2007 年，Leslie らは職域の受動喫煙による非
喫煙者の肺がんリスクについて定量的に追跡調査した
22 研究（25 調査）のメタアナリシスを行い，図 4 に示
すように非喫煙者の肺がんが 1.24 倍（95% 信頼区間：
1.18–1.29）に有意に増加したこと，特に重度の曝露を受
けた 7 研究の分析では，肺がんリスクが 2.01 倍であっ
たことを報告している (10)。受動喫煙は肺がんのリス
クであることが確認され，そのリスクの大きさについて
も示された。

図 3 一般職場，レストラン，バーの屋内施設を全面禁煙とし
ている州
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は曝露のない群よりも 1.25 倍（95% 信頼区間：1.17–1.32）
に高くなることが認められた（図 5）
。職場と家庭を分
けた分析では，職場の受動喫煙によるリスクは 1.11 倍
（95% 信頼区間：1.00–1.23），家庭の受動喫煙で 1.17 倍
（95% 信頼区間：1.11–1.24）であった (11)。

5．わが国の受動喫煙防止に関する政策
1）喫煙コーナー（1990 年代）
わが国の受動喫煙対策に関わる法律，指針，ガイドラ
インの一覧を表 3 に示す。
1992 年，労働安全衛生法が一部改正され「事業者が
講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指
針」で「快適性」という観点から受動喫煙対策の必要性
が初めて示された (12)。
1995 年，旧厚生省より示された「たばこ行動計画」
では，「防煙」「分煙」「禁煙支援」の 3 つの方針が提言
された (13)。
1996 年，「職場における喫煙対策のためのガイドライ
ン」が旧労働省労働基準局長より発出された。当時，男性
の喫煙率が 50% を超えていたこと，喫煙に対し寛容な社
会的認識が残る中で，喫煙者の利便性が優先された結果，
執務室やロビーの一角を喫煙コーナーとし，空気清浄機
を設置する対策がとられたが，後述するように，受動喫煙
の防止という観点からは効果のない対策であった (14)。

図 4 職場の受動喫煙による肺がんリスクの上昇。25 調査によ
ると，非喫煙者の肺がんリスクが 1.24 倍に有意に増加した（(10)
より改変。図中の文献番号は Leslie らの論文で引用された文献
の番号を示す）。

2）受動喫煙による心筋梗塞のリスクの上昇
職場と家庭における受動喫煙と心筋梗塞の関係を調査
したコホート研究 10 論文とケース・コントロール研究に
よる 8 論文の合計 18 論文のメタアナリシスにより，非
喫煙者で受動喫煙の曝露を受けた群の心筋梗塞のリスク

図 5 職場と家庭の受動喫煙による心筋梗塞のリスク。18 論文によると，非喫煙者の心筋梗塞リスクが受動喫煙により 1.25 倍有意
に高くなった（（11) より改変。図中の文献番号は He らの論文で引用された文献の番号を示す）。

〔6〕

－75－

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 70 巻
表3

第1号

2015 年 1 月

わが国の受動喫煙防止に関する指針・ガイドライン・法律（FCTC を含む）

〔7〕

－76－

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 70 巻

第1号

2015 年 1 月

2）「一定の要件を満たす喫煙室」（2000 年代）
2000 年より旧厚生省が推進した「健康日本 21」では，
「公共の場及び職場における分煙の実施」と「効果の高
い分煙に関する知識の普及」をそれぞれ 100% にするこ
とが目標として掲げられた (15)。2002 年，旧厚生省か
ら公共的な空間について示された「分煙効果判定基準策
定検討会報告書」(16)，および，2003 年に旧労働省か
ら示された「新たな職場における喫煙対策のためのガイ
ドライン」では (17)，いずれも，「一定の要件を満たす
喫煙室」として排気装置により出入口で 0.2 m/s 以上の
一定の空気の流れを発生させることが推奨された。
なお，「出入口で 0.2 m/s」の根拠であるが，労働安全
衛生法では有機溶剤を使用する場合の囲い式フードの制
御風速を 0.4 m/s 以上とすることが求められている。そ
の半分の風速を設定した模擬喫煙室ではタバコ煙の漏れ
が認められなかった，という実験データが参考にされた。
ただし，この実験は人の出入りのない状態で行われたも
のであり，タバコ煙が漏れない喫煙室を設置することは
不可能であることを次項で解説する。
3）「一定の要件を満たす喫煙室」からの漏れ
図 6 に換気扇を 3 台設置した喫煙室から廊下に漏れる
タバコ煙を測定した状況と結果を示す (18)。なお，漏
れの判定として，タバコの燃焼によって発生する粒径
2.5 μm 以下の微小粒子状物質（PM2.5）を測定した。

タバコ煙が漏れる原因は以下の 3 つである。
①強制排気をする際には同じ体積の空気を供給するため
の開口面（ガラリ，アンダーカット）が必要である。
開閉するドアのフイゴ作用によりガラリ等からタバコ
煙が押し出されること
②歩行速度は 0.5 ～ 0.7 m/s あるため，退出する喫煙者
の後ろに出来る空気の渦に巻き込まれて喫煙室外に持
ち出されること
③喫煙者の肺に充満したタバコ煙が禁煙区域で吐出され
ること
「一定の要件を満たす喫煙室」は開放式の喫煙コーナー
より効果的ではあったが，タバコ煙の漏れを防止するこ
とは出来ないことから，全面禁煙化が検討されるように
なった。
4）健康増進法
2003 年に施行された健康増進法第 25 条では「多数の
者が利用する施設を管理する者は，これらを利用する者
について，受動喫煙を防止するために必要な措置を講ず
るように努めなければならない」とされた (19)。健康
増進法によって銀行や郵便局の窓口や関東の私鉄をはじ
め，多くの施設が全面禁煙化されたことにより国民の受
動喫煙防止対策への関心を高める要因となった。ただし，
「一定の要件を満たす喫煙室」は，「受動喫煙を防止する
ために必要な措置」とならないことの啓発が必要である。

図 6 「一定の要件を満たす喫煙室」から漏れるタバコ煙の測定状況と結果
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6．現在のわが国の受動喫煙防止対策

の改定案に「タバコ煙」を人体に対して明らかな発がん
物質である第 1 群に追加収載することを提案し，1 年間
の暫定期間を経て承認された (25)。

2009 年以降，複数の分野で屋内施設の禁煙化を含む
喫煙対策が検討されてきた。同時進行で，お互いの内
容を引用しながら検討しており，公表された順番に記載
する。
1）公共的な空間：厚生労働省健康局総務課生活習慣病
対策室
第 8 条で求められていた受動喫煙防止法の期限の直
前，2010 年 2 月 25 日に健康局長通知として発出された
「受動喫煙防止対策について」（健発 0225 第 2 号）では，
FCTC を引用して「受動喫煙が死亡，疾病及び障害を引
き起こすことは科学的に明らかである」との認識に立っ
た上で「多数の者が利用する公共的な空間については，
原則として全面禁煙であるべきである」「少なくとも官
公庁と医療施設は全面禁煙とすることが望ましい」と述
べられた (20)。また，当時の健康局長は「受動喫煙は『他
者危害』である」とも述べている (21)。この通知を契
機に道府県庁など多くの地方自治体で喫煙室が廃止され
て建物内全面禁煙が導入された (8)。さらに，2012 年
10 月 29 日，重ねて「受動喫煙防止対策の徹底について」
（健発 1029 第 5 号）が発せられた (22)。
2）職域：厚生労働省労働基準局安全衛生部環境改善室
2009 年 7 月より検討が重ねられてきた「職場におけ
る受動喫煙防止対策に関する検討会報告書」が 2010 年
5 月 26 日に取りまとめられ公表された (23)。厚生労働
省が 2007 年に実施した労働者健康状況調査をもとに，
「喫煙対策に取り組んでいる事業所の割合は増加してい
る こ と， 特 に， 事 業 所 全 体 を 禁 煙 に し て い る割合は
18.4%（2007 年）に増加した」ことが述べられている。
しかし，その一方で，「全面禁煙又は喫煙室を設けそれ
以外を禁煙とする，いずれの対策も講じていない事業所
は全体 53.6%」であり，多くの労働者が受動喫煙に曝露
されている実態から，「今後の職場における受動喫煙防
止対策の具体的な措置」として，「一般の事務所，工場
等における措置は，全面禁煙又は空間分煙とすることが
必要である」と述べた。
事務室だけでなく工場も対策の対象となったこと，お
よび，2007 年に施行された労働契約法に基づく安全配
慮義務の観点から (24)，労働者の健康障害防止に着目
した対策として全面禁煙が強調された点である。しかし，
「一定の要件を満たす喫煙室」も有効な対策とされてい
ること，および，飲食店等のサービス産業では「顧客が
喫煙するため，全面禁煙の措置が困難」と述べ，「サー
ビス産業の労働者の受動喫煙の曝露を完全に防ぐことは
できない」とした点が課題として指摘されている。

4）閣議決定「新成長戦略」
2010 年 6 月 18 日，民主党政権で閣議決定された「新
成長戦略」では，2020 年までの政策目標として「受動
喫煙の無い職場の実現」が掲げられた (26)。
5）労働安全衛生法の改正案（受動喫煙防止対策の義務化）
2010 年 12 月 22 日，労働政策審議会が「今後の職場
における安全衛生対策について（建議）」（労審発 1222
第 597 号）を厚生労働大臣に提出し (27)，翌 2011 年 12
月 2 日の閣議決定で，安全配慮義務の観点から労働安全
衛生法の一部を改正し，職場の受動喫煙防止対策を義務
化する法律案が第 179 回国会に提出された。しかし，
2012 年 11 月 16 日の衆議院解散により廃案となった。
6）受動喫煙防止対策助成金制度
2010 年 12 月の建議に基づく形で，2011 年 10 月 1 日
より，「顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供
している旅館，料理店又は飲食店を営む中小企業に対し，
喫煙室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫
煙防止対策を推進することを目的」とする助成金制度が
始まった。2012 年度までの助成率は設置費用の 4 分の 1
（上限額は 200 万円）であったが，2013 年 5 月 16 日か
らはサービス産業以外の中小企業にも適用が拡大され，
かつ，助成率が 2 分の 1 に引き上げられた（上限額は
200 万円）(28)。2014 年度も同様である。

3）日本産業衛生学会
2010 年 5 月 26 日の総会において，
「許容濃度等の勧告」

7）がん対策推進基本計画の変更：がん対策推進協議会
2012 年 6 月 8 日に閣議決定された「がん対策推進基
本計画」の変更により，政府として初めて成人喫煙率に
関する数値目標を「2010 年の成人喫煙率 19.5% を 2022
年までに 12% に減少」と設定すると共に，受動喫煙曝
露の機会についても表 4 に示す数値目標が設定された
(29)。
8）健康日本 21（第二次）
2012 年 7 月 10 日，厚生労働大臣告示として発表され
た「健康日本 21（第二次）」でも表 4 に示す数値目標が
同様に掲げられた (30)。
9）労働安全衛生法の一部改正（受動喫煙防止対策の努
力義務化）
2013 年 12 月 24 日，再び，労働政策審議会から「今
後の労働安全衛生対策について（建議）」（労審発第 715
号）として厚生労働大臣に対して，「平成 22（2010）年
の建議に基づく労働安全衛生法の一部を改正する法律案
を踏まえつつ，一部の事業場での取組が遅れている中で
全面禁煙や空間分煙を事業者の義務とした場合，国が実
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喫煙にかかわる政府と厚生労働省の数値目標
項目

現状

目標

成人の喫煙率の減少
禁煙希望者（37.6%）がやめる

19.5%
（2010 年）
男：32.2%，女：8.4%

12%
（2022 年）

行政機関（2008 年） 16.9%

0%

医療機関（2011 年） 13.3%

0%

受動喫煙の機会
を有する者の割合の減少

表5

職場

（2009 年）
↓
（2011 年）

65.0%
↓
44.0%

受動喫煙の無い
職場の実現
（2020 年）

家庭（2010 年）

10.7%

3%（2022 年）

飲食店（2010 年）

50.1%

15%（2022 年）

労働安全衛生法の一部を改正する法律（2014 年 6 月 25 日公布）

第六十八条の二

事業者は，労働者の受動喫煙を防止するため，当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよ
う努めるものとする。

第七十一条

国は，労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため，必要な資料の提供，作業
環境測定及び健康診断の実施の促進，受動喫煙の防止のための設備の設置の促進，事業場における健康教
育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるもの
とする。

施している現行の支援策がなくなり，その結果かえって
取組が進まなくなるおそれがあるとの意見が出されたこ
とにも十分に留意し，また，建議後に受動喫煙防止対策
に取り組んでいる事業場が増加していることも勘案し，
法案の内容を検討することが適当である」という内容で
提出された (31)。
この建議を受けて，2014 年 3 月 13 日，厚生労働省よ
り「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が第 186
回国会に提出され，表 5 に示すように受動喫煙防止対策
は義務化から努力義務に後退し，かつ，喫煙室作成の助
成金制度を恒久化する法律として 4 月 9 日に参議院で可
決，6 月 19 日に衆議院で可決し，6 月 25 日に公布され
た (32)。

7．わが国の飲食店等のサービス産業における
受動喫煙曝露の実態
2010 年 4 月より神奈川県公共的施設における受動喫
煙防止条例が施行され，官公庁などの公的な施設だけで
なく，不特定多数の者が使用するサービス産業でも
100 m2 以上の施設については，全面禁煙もしくは一定
の要件を満たす喫煙室・喫煙区域を設置することが義務
化された (33)。
1）飲食店における受動喫煙
上記条例を受け，喫煙席と禁煙席を区分けしただけの
対策しかとられていなかった横浜市の某ファミリーレス
トランでは，新たに設置した喫煙専用室を除き，すべて
の客席を禁煙とする対策をとることとなった。そこで，
我々は対策の評価を行うために，まず条例前に喫煙区域
と禁煙区域，および，従業員の胸元（図 7）でタバコ煙

濃度を測定した。図 7 の左下のグラフに示すように，喫
煙席のタバコ煙はエアコンで攪拌されて数分後には禁煙
席に達していること，従業員の個人曝露は喫煙区域で高
く禁煙区域では低くなること，喫煙者のそばに立って接
客する際には非常に高い濃度の受動喫煙に曝露されるこ
とが認められた。
条例施行後，全席禁煙となった後の再測定の結果を図 7
の右下のグラフに示す。店内の空気は清浄になっており，
従業員の受動喫煙も解消されたことが確認された (34)。
2）清掃業者の受動喫煙
喫煙場所を屋内に残した場合，業者に清掃を委託する
ことになる。図 8 のように担当者の腰に粉じん計を装着
して，喫煙場所の清掃にともなう受動喫煙の曝露濃度を
測定したところ，喫煙場所に立ち入るたびに労働安全衛
生法で定められた屋内の粉じん濃度の評価基準値である
0.15 mg/m3（150 μg/m3）を大幅に上回る濃度のタバコ煙
に曝露されていることが認められた。

8．第 8 条の効果：
受動喫煙防止法による健康被害の減少
すでに述べたように多くの国・州で一般職場だけでな
くレストラン，バー・パブまで含めた屋内施設の禁煙化
が実施されており，その前後で国民の喫煙関連疾患が減
少したことが報告されている。2006 年 3 月に，スコッ
トランドですべての屋内施設が全面禁煙化された法律の
施行前後で，小児喘息の入院数は激減した（図 9）(35)。
2007 年 7 月から法律で禁煙化されたイングランドの急
性冠症候群（心筋梗塞と不安定狭心症）について 2002 年
7 月 1 日から 2008 年 9 月 30 日にわたる長期間の入院数
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某ファミリーレストラン，全面禁煙化前後の客席と従業員の受動喫煙曝露濃度の測定風景と結果

図8

清掃業者の受動喫煙曝露濃度

を Segmented regression analysis of interrupted time series 分
析した論文では，法律前後の有意な step change と slope
change（総計）が認められたことが示された（図 10）(36)。
さらに，屋内施設の禁煙化が，①一般職場のみ，②一
般職場とレストラン，③一般職場とレストラン，バー・
パブと適用範囲が異なる法律の効果をメタアナリシスし
た論文では，一般職場だけでなくレストランやバー・パ
ブも含めて禁煙化の範囲が広い方が国民の心疾患，脳卒
中，呼吸器疾患の減少の度合いは大きいことが示された
（図 11）(37)。

9．オリンピック開催の準備として重要な
屋内施設の禁煙化
2020 年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が
決定された。国際オリンピック委員会（IOC）は，1988 年
のカルガリー大会以降，オリンピックでの禁煙方針を採
択し，会場内外の禁煙化とともにタバコ産業のスポン
サーシップを拒否してきた。2000 年代になってからは，
屋内施設を全面禁煙とする法律・条例がある国・都市で
開催されることが慣例となっている。2008 年の北京大
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受動喫煙防止法の施行前後の小児喘息の入院数（(35) より改変）

図 10 受動喫煙防止法の施行前後の急性冠症候群の入院数
（(36) より改変）

図 11

会は市内のレストラン等を全面禁煙とする条例を施行し
た上で開催され，2012 年のロンドン大会は 2007 年にイ
ギリス全土のレストランやパブを全面禁煙する法律が施
行された後に実施された。ロシアは，2014 年 2 月のソ
チ大会を開催するためにソチ市を先行して禁煙化し，同
年 6 月からはロシア全土の屋内施設を全面禁煙としてい
る。2016 年の大会が予定されているブラジルは，すで
に法律によって屋内施設を全面禁煙となっている (8)。
さらに，2010 年 7 月，WHO と IOC は，すべての人々
に運動とスポーツを奨励し，タバコのないオリンピック
を実現すること，子どもの肥満を予防するために「健康
的なライフスタイルに関する合意文書」に調印し，脱タ
バコの方針を強化している (38)。
今後も屋内施設を全面禁煙とする国は増え続け，2020
年の東京大会に参加する選手団と観光客の大半は，レス
トランだけでなくバー・パブも禁煙の国・地域から来日

受動喫煙防止法の適用範囲と喫煙関連疾患の減少（(37) より改変）
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することが予測される。2020 年までに，少なくとも大会
に使用される施設だけでなく，レストランやバー・パブ
（居酒屋）を含めた屋内施設を全面禁煙とする東京都条
例が必要であるし，選手や観光客が東京以外の地区に旅
行しても受動喫煙の被害に遭うことがないように国全体
を対象とした受動喫煙防止法の施行が求められている。

おわりに
わが国の国民の健康を守るために，2014 年 6 月に受
動喫煙防止対策を努力義務とする労働安全衛生法の一部
改正が行われたが，対策が努力義務にとどまったこと，
また，喫煙室の設置を容認（推奨）している，という課
題が残された。諸外国で実施されているように，サービ
ス産業を含むすべての屋内施設を全面禁煙化する受動喫
煙防止法が必要であり，その成立のためには，政策決定
者に本稿で示した情報を提供することが必要である。
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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

我が国におけるたばこ規制枠組条約第 9，10 条「たばこ製品の
成分規制とたばこ製品の情報開示に関する規制」に基づいた
たばこ対策の必要性
稲葉

洋平，内山

茂久，欅田

尚樹

国立保健医療科学院生活環境研究部

The Need for Tobacco Control in Japan Based on Articles 9 and 10 of
the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control
(WHO FCTC), Regulation of the Contents of Tobacco Products, and
Regulation of Tobacco Product Disclosures
Yohei INABA, Shigehisa UCHIYAMA and Naoki KUNUGITA
Department of Environmental Health, National Institute of Public Health

Abstract
In Japan, ultralow-nicotine cigarette brands with ventilation holes on the cigarette filters have
been widely marketed to smokers. The use of these cigarette brands leads to compensation smoking. Menthol
cigarette brands that have a cooling and numbing effect are also sold. In 2013, smokeless tobacco products
similar to the Swedish snus, which is banned for sale in the European Union except in Sweden, were released
in Japanese markets. These tobacco products have “toxicity,” have a “ventilation filter,” are “attractive,” and
promote “dependence.” Tobacco smoke and smokeless tobacco are classified into “Group 1: Carcinogenic to
humans” by the International Agency for Research on Cancer (IARC). The purpose of Articles 9 and 10 of the
World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control (WHO FCTC) is to regulate the
contents of tobacco products as well as to regulate tobacco product disclosures. The implementation of some
other articles has gradually advanced in Japan. However, that of Articles 9 and 10 is late. Japanese governmental authorities are being urged to immediately implement Articles 9 and 10.
Key words: World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control（たばこの規制に関する世
界保健機関枠組条約），regulation of tobacco products（たばこの製品規制），
toxicity（有害性），attractive（魅惑性），nicotine dependence（ニコチン依存）

1．喫煙による健康影響について
1962 年 に， 英 国 の ロ ン ド ン 王 立 医 師 協 会（Royal
College of Physicians of London）は「喫煙が，肺がんの原
受付 2014 年 9 月 25 日，受理 2014 年 12 月 3 日
Reprint requests to: Yohei INABA
Department of Environmental Health, National Institute of Public
Health, Minami 2-3-6, Wako, Saitama 351-0197, Japan
FAX: +81(48)458-6270
E-mail: yohei_inaba@niph.go.jp

因になる」という先駆的な報告をした (1)。また 1964 年
の米国公衆衛生総監報告書では，喫煙は男性の肺がん及
び慢性気管支炎の原因であるという結論を報告した (2)。
それ以後，喫煙及び受動喫煙に関する健康影響の報告は
増え続け，現在，国際がん研究機関（International Agency
for Research on Cancer; IARC）の発がん性リスク一覧で，
「喫煙」「受動喫煙」「たばこ煙」さらには「無煙たばこ」
はグループ 1（ヒトにおける発がん性がある）に指定さ
れている (3, 4)。これは，たばこ製品の煙には喫煙者と
受動喫煙者にとって有害な化学物質が含有され，これら
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の複合曝露によって健康影響が生じているためであり，
これを防ぐためには，有害化学物質の低減化を行うなど
のたばこ製品規制を含むたばこ対策が，不可欠である。
2014 年に，最初の米国公衆衛生総監報告書 (2) から
50 周年を迎える記念号が発表された。その記念号で米
国人は喫煙によってこの 50 年間で 2,000 万人以上が死
亡し，250 万人が受動喫煙によって亡くなっていると報
告している (5)。一方，我が国の喫煙者の年間超過死亡
数は 12–13 万人とされ (6–8)，受動喫煙による超過死亡
数は，少なくとも年間 6,800 人になると推計されている
(9)。さらに，2011 年の Lancet「日本特集号」の中で，
日本の予防可能な最大の危険因子は，「喫煙」であると
示された (10)。喫煙及び受動喫煙による死亡者数と疾
病患者の減少は，公衆衛生にとって重要であり，その意
味においても「たばこ対策」の推進は急務である。現在，
我が国は健康日本 21 の実施，健康増進法，がん対策基
本法の施行，さらに「たばこの規制に関する世界保健
機関枠組条約（WHO Framework Convention on Tobacco
Control: FCTC）」を批准し，これらに基づいて「受動喫煙」
「たばこの増税」「禁煙支援」「喫煙防止教育」をはじめ
とするたばこ対策を進めている。しかし，我が国の「た
ばこ製品に対する規制」及び「たばこ製品の簡易包装化
（プレーンパッケージ）」に代表されるいくつかのたばこ
対策は，対策が進んでいる諸外国と比較すると立ち遅れ
ている。特に，有害化学物質を発生し，喫煙者及び受動
喫煙者に対して健康影響を及ぼすたばこ本体には，規制
が行われていない。本論文では，FCTC 第 9 条「たばこ
製品の含有物に関する規制」と第 10 条「たばこ製品に
ついての情報開示に関する規制」に基づいたたばこ対策
の推進の必要性について説明する。
なお，FCTC 第 9，10 条は，我が国の有害化学物質や
魅惑性について考慮されることなく販売されているたば
こ製品に規制を設けることによってその消費量を減少さ
せることを目的としている。一方で，消費者が FCTC 第
9，10 条の実施によって有害性が大幅に低減されたたば
こ製品を推奨していると認識する可能性があるので注意
する必要がある。あくまでもたばこ製品の不使用が，た
ばこ製品からの有害性を防止する唯一の方法である。

2．たばこ製品規制の必要性
現在，たばこ製品は，ニコチンによって喫煙者を長期
的に依存させ，添加物によってたばこ本来の苦みを低減
させることでより喫煙しやすい味を有するようになった
(11)。さらに紙巻きたばこの吸い口部のフィルターには，
通気孔やメンソールカプセルを設けるなどの工学的な技
術も取り入れられている。このようにたばこ製品は，使
用継続を促進するための高度な技術によって製造されて
おり，喫煙者の禁煙を抑制するための多くの工夫がされ
ている。これにより，たばこ製品の継続的な使用が，喫
煙者及び受動喫煙者に対し有害化学物質の長期曝露を引

き起こすこととなる。このことは，公衆衛生の立場から
健康日本 21（第二次）の目標である「平成 34 年度の成
人喫煙率 12%」を達成する上でも対策を講じる必要が
ある。そこでたばこ製品の 3 つの問題点「有害化学物質」，
「依存性と魅惑性」，「工学的機能」について以下に示す。
有害化学物質
たばこの製品及び主流煙中には，多くの有害化学物質
が含まれていることが報告されている (3, 4)。また，こ
れらたばこ煙に含まれる化学物質の一部は発がん性が知
られており，IARC の発がん性物質のリスト一覧のグ
ループ 1 に「喫煙」「たばこ煙」「受動喫煙」と「無煙た
ばこ」が分類されている。化学物質個別では，重金属類
（ヒ素，カドミウムなど），たばこ特異的ニトロソアミン
類（Tobacco-specific nitrosamines; TSNA）の 4-(メチルニ
トロソアミノ)-1-(3-ピリジル)-1-ブタノン（NNK），N’ニトロソノルニコチン（NNN），芳香族アミン類，揮発
性有機化合物の 1,3- ブタジエン，ベンゼン，ホルムア
ルデヒドや多環芳香族炭化水素類（polycyclic aromatic
hydrocarbons: PAH）のベンゾ［a］ピレンがグループ 1
に含まれている。上記以外にもたばこ煙には，IARC グ
ループ 2A，2B，3 の発がん性物質が含まれている。さ
らにたばこ葉には自然放射性物質のポロニウム -210 が
含まれており，アルファ線による内部被曝が懸念されて
いる。我が国で一般的なたばこ製品である紙巻きたばこ
の主流煙は，たばこ葉に由来する化学物質と燃焼によっ
て発生する化学物質が同時に曝露されるために，有害性
が非常に高いと考えられる。
依存性と魅惑性
たばこ製品の依存性の原因物質は「ニコチン」である。
ニコチンの生体内半減期が 1–2 時間であるために，喫煙
者は血中ニコチン濃度を維持しようと断続的に喫煙を行
う。このたばこ製品の依存性は大きな問題であるが，こ
れ以外にも魅惑性があると指摘されている。魅惑性とし
ていくつかの要素が挙げられるが，その 1 つにたばこ製
品の添加物がある。これら添加物はたばこ本来の苦み・
エグみを感じさせないで口当たりをよくするために含ま
れている (11)。なかでも，メンソールはその爽快感に
よって苦みを感じさせないたばこ製品作りにとって不可
欠となっており，現在，我が国の販売量の 20% のたば
こ製品に使用されている。それ以外にも最近我が国で販
売が開始された無煙たばこ（嗅ぎたばこ）をはじめ多く
のたばこ製品には，香料が添加されている (12)。これは，
たばこ葉だけでは味と香りが不足するために行われてい
ると考えられる。このように，たばこ本来が有する欠点
を克服するために添加物を使用することは，たばこ製品
の販売には大きく貢献すると思われるが，喫煙者の開始
や喫煙の継続を助長することになり，最終的に公衆衛生
にとって望まれない結果になる。さらに，たばこ製品の
魅惑性に関しては，たばこ製品のパッケージについても
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警告表示とデザイン性を排除した簡易包装（プレーン
パッケージ）にすることによって低減することを検討す
る必要がある。これに関しては，FCTC 第 11 条の論文
に説明がされているので参照されたい (13)。
たばこの通気孔に代表される工学的機能
1964 年の米国公衆衛生総監の報告以降 1970 年代にか
けて，英国と米国の公衆衛生当局は，喫煙者が吸入する
タール・ニコチン量を抑制するために，紙巻きたばこの
たばこ外箱に表示されているタール・ニコチン量を低減
させる戦略を行った。これに対するたばこ産業の具体的
な対策は，紙巻きたばこ製品の吸い口部フィルターに通
気孔を設けることであった (14, 15)。現在，国産たばこ
外箱には，紙巻たばこ 1 本を喫煙するときに発生する主
流煙に含まれるタール・ニコチン量が表示されている。
この数値は，たばこ事業法施行規則に基づき「財務大臣
の定める方法により測定したたばこ煙中に含まれるター
ル及びニコチン量」と定義されている。たばこの主流煙
の捕集は，機械喫煙装置を用い国際標準化機構（International Organization for Standardization: ISO）の規格に基
づいた喫煙法（ISO 法）により行われている (16–18)。こ
の ISO 法は吸い口部の通気孔が開発される前に定められ
た規格であるため，通気孔を塞がずに喫煙して主流煙を
捕集した結果，通気孔から流入した空気がたばこ煙を希
釈してしまう。この希釈能力が高い，通気孔数が多い吸
い口が採用されることにより，外箱表示がタール 1 mg・
ニコチン 0.1 mg のように低いたばこ製品（低タール・低
ニコチンたばこ）の製造が可能になった。しかしながら，
低タール・低ニコチンたばこは，希釈された煙からニコ
チンを吸収しようとするために吸煙量が増加する「代償
性補償喫煙行動」を喫煙者に引き起こし，結果として低
ニコチンたばこの喫煙者のニコチン摂取量は，高タール・
高ニコチンたばこの喫煙者と比較しても大きな低下は認
められないことが分かった (19, 20)。たばこ外箱に表示
されているタール・ニコチンの数値が，喫煙者の曝露量の
実態を正確に反映するものではないことは，これまでの
公衆衛生学の先行研究とたばこ産業のホームページでも
報告されている (19–21)。しかし，この事実は積極的に広
報されてきていないため，公衆衛生機関でも通気孔を有
する低タール・低ニコチンたばこの使用が，喫煙者への
たばこ煙の曝露低減には繋がらないという認識への遅れ
となって表れた。この遅れは現在も続いており，通気孔
を最大限に活用した製品として，MEVIUS ONE（タール
1 mg，ニコチン 0.1 mg），MEVIUS Extra Lights（タール
3 mg，ニコチン 0.3 mg），MEVIUS Super Lights（タール
6 mg，ニコチン 0.5 mg），MEVIUS Lights（タール 8 mg，
ニコチン 0.6 mg），MEVIUS Original（タール 10 mg，ニ
コチン 0.8 mg）が製造・販売されている。このように通
気孔は銘柄にバリエーションを与えてしまっている。ま
た，我が国では「マイルド」「ライト」のような単語が
製品名に使用されているため，喫煙者に誤解を招き，た

ばこ外箱表示タール 1 mg，ニコチン 0.1 mg の低タール・
低ニコチンたばこ製品が，我が国の販売量の 24.1% を
占めるまでに成長する状況にある (22)。このように吸
い口部の通気孔を設けたことが，たばこ銘柄の種類の増
加を招くとともに曝露量への誤解という皮肉な結果をも
たらすこととなった。このような事実を今後のたばこ製
品規制に反映させることに加えて，早急に国民へ対して
周知することが求められている。
以上の課題を包括的に解決する方法として，FCTC 第
9 条「たばこ製品の含有物に関する規制」及び第 10 条「た
ばこ製品についての情報開示に関する規制」が重要な役
割を担うと考えられるため，これら条項に基づいて，研
究と対策を実行することが有効である。すなわち上記条
項を遂行することは，たばこ製品の有害化学物質の規制・
含有量を含めた情報開示が行われ，たばこ製品の有害性
の評価と喫煙者・受動喫煙者への健康影響の低減が可能
になり，新規たばこ製品の製造の抑制になることを意味
する。

3．たばこ規制枠組条約第 9，10 条
FCTC の具体的な実施条項が第 3 部「たばこの減少に
関する措置」の第 9 条「たばこ製品の含有物に関する規
制」と第 10 条「たばこ製品についての情報開示に関す
る規制」に以下のように記されている。
第9条
締約国会議は，権限のある国際団体と協議の上，たば
こ製品の含有物及び排出物の試験及び測定並びに当該含
有物及び排出物の規制のための指針を提案する。締約国
は，権限のある国内当局が承認した場合には，当該試験
及び測定並びに当該規制のための効果的な立法上，執行
上，行政上又は他の措置を採択し及び実施する。
第 10 条
締約国は，国内法に従い，たばこ製品の製造業者及び
輸入業者に対したばこ製品の含有物及び排出物について
の情報を政府当局へ開示するよう要求する効果的な立法
上，執行上，行政上又は他の措置を採択し及び実施する。
さらに，締約国は，たばこ製品及び当該たばこ製品から
生ずる排出物の毒性を有する成分について情報を公衆に
開示するための効果的な措置を採択し及び実施する。
上述のように FCTC 第 9，10 条は，たばこ製品の有害
化学物質の規制・情報開示の実施を求めている。しかし
ながら，日本は締約国であるものの，権限のある国内当
局が，財務省，厚生労働省などの行政機関，国会などの
立法，又は司法なのか明確にしていない。なお，米国は
締約国であるが FCTC を批准していない。しかし，2009 年
に国内法として「家族の喫煙予防とたばこ規制法（Family
Smoking Prevention and Tobacco Control Act）」を成立させ
ている。この法律は，米国食品医薬品局（U.S. Food and
Drug Administration; FDA）にたばこの製造，宣伝，及び
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販売に関わる強力な権限を持たせ，たばこ製品を規制す
ることを可能としている。現在 FDA を中心に，たばこ
産業にたばこ葉，主流煙等の有害化学物質について報告
義務をおわせるなどたばこ製品の規制についての議論が
行われている (23)。

4．たばこ規制枠組条約第 9，10 条のガイドライン
さらに FCTC は，締約国が第 9，10 条を施行し効果的
なたばこ製品の規制対策を推進するためのガイドライン
も作成している (11)。このガイドラインで，たばこ製
品は「魅惑性」「依存性」「有害性」の 3 つの機能を有す
るが，これらを低減させることによってたばこが原因で
ある疾病と早死を減少させる可能性があると記されてい
る (11)。
「有害性」への対策
FCTC 第 9，10 条のガイドラインは，たばこ製品の含
有物及び主流煙中の有害化学物質の規制を行う目的で，
各種化学物質の分析を実施するための行政措置を定め施
行することが出来るとしている。そこで，たばこ製品
及びその排出物（主流煙中の有害化学物質）の分析法
の検証が，第 3 回（2008 年，南アフリカ，ダーバン）の
FCTC 締約国会議（Conference of the Parties; COP）で求
められた。その対象物質は，FCTC 第 9，10 条のワーキ
ンググループの第 3 回会合（2006 年，カナダ，オタワ）

表1

で提唱された表 1 に示すたばこ主流煙中 9 成分とたば
こ葉中 5 成分である。これら化学物質の分析法の標準
化は，締約国内の公衆衛生に関する研究機関から構成
された WHO たばこ研究室ネットワーク（WHO Tobacco
Laboratory Network; TobLabNet）が，たばこ製品中の化
学物質測定のための標準作業手順書（Standard Operating
Procedures; SOP）の作成を行っており，現在，たばこ
葉中のニコチン (24)，主流煙を捕集する喫煙法 (25) に
ついて SOP が公表されている。なお，我々も TobLabNet
に参画し，分析法の確立に貢献している。
WHO のたばこ製品規制のための研究グループ（WHO
Study Group on Tobacco Product Regulation; TobReg）は，
これら優先度の高い化学物質が，たばこ葉の栽培及びた
ばこ製品の製造技術の段階で低減可能であると考えてい
る (26–28)。そして，作成された標準作業手順書をもと
にたばこ製品の分析を行うことで，上記化学物質の上限
値の設定と製品規制推進のための戦略立案が可能になる
としている。また，TobReg は前述の通気孔による主流
煙の捕集時の希釈についても検討を行っている (29)。
たばこ吸い口部の通気孔による低タール・低ニコチンた
ばこを喫煙した時の「代償性補償喫煙」の問題以外にも，
喫煙者の一部が喫煙時に通気孔を口唇や指で塞ぐことが
分かっている (14)。これにより，このような喫煙者の
実態と ISO 法による機械喫煙に差異が生じている。こ
れに対して，カナダ保健省は，ISO 法に替わるヘルス・
カナダ・インテンス（HCI）法 (30) を提案している（表 2）。

WHO Tobacco Laboratory Network が標準作業手順書を作成する分析対象物質
分析対象化学物質
たばこ主流煙

たばこ葉

粒子成分
N’- ニトロソノルニコチン
4-(メチルニトロソアミノ)-1-(3- ピリジル)-1- ブタノン
ベンゾ［a］ピレン
ガス成分
ホルムアルデヒド
アセトアルデヒド
アクロレイン
ベンゼン
1,3- ブタジエン
一酸化炭素

表2

ニコチン
アンモニア
添加物
グリセロール
プロピレングリコール
トリエチレングリコール

機械喫煙法の比較

公定法
特徴
吸煙量
吸煙時間
吸煙間隔
通気孔の閉鎖

ISO 法

HCI 法

ISO 3308; Routine analytical cigarette smoking machine—
definitions and standard conditions (16)

Official Method T-115, Determination of “Tar”, Nicotine
and Carbon Monoxide in Mainstream Tobacco Smoke (30)

たばこ外箱表示に使用
35 mL
2秒
60 秒
0%

ヒトの吸煙行動
55 mL
2秒
30 秒
100%

〔18〕

－87－

日衛誌 (Jpn. J. Hyg.) 第 70 巻

第1号

2015 年 1 月

こ の 機 械 喫 煙 法 は，1 回 の 吸 煙 量 が 55 mL（ISO 法，
35 mL）
，吸煙時間が 2 秒（ISO 法，2 秒），吸煙間隔が
30 秒（ISO 法，60 秒）とし，吸い口のフィルター部の
通気孔をテープで閉鎖（ISO 法，開放）して行う（表 2）。
この喫煙法で紙巻きたばこの分析を行うと低タール・低
ニコチンたばこは，1 本あたりのタール・ニコチン量が
数倍に上昇することを我々も報告した (19, 31)。既にカ
ナダでは，ISO 法と HCI 法で主流煙をそれぞれ捕集し，
測定したタール，ニコチン，一酸化炭素を含む各化学物
質の値をたばこ外箱に併記して販売されている。この喫
煙法が喫煙者の吸煙行動に近いことは我々の研究でも確
認されており (19)，WHO でも HCI 法を標準作業手順
書で採用している (25)。なお，我が国の流通たばこ製
品の ISO 法，HCI 法で捕集し分析した各種化学物質に
ついての結果は既報を参照されたい (19, 31–33)。
「依存性（ニコチン）」への対策
たばこ製品は依存性があり，特にニコチンの影響が大
きい。Gray らによると，紙巻きたばこはたばこ製品の
中で最大の乱用傾向を有しており，使用者の 85% 以上
が持続的に毎日喫煙をしている (34)。このため，公衆
衛生機関は出来る限りその依存性を軽減する必要があ
り，たばこ製品からニコチンを排除することが最も望ま
しい。しかし，現状において実施が困難な場合は，ニコ
チンの制限，紙巻きたばこの規制，製造工程への介入な
どいくつかの手段があると Gray らは報告している (34)。
「魅惑性」への対策
たばこ製品には，たばこ製品本来の苦みなどの刺激を
和らげる成分としてメンソールや糖類が添加されてい
る。FCTC は，これらの添加物は持続的に使用させるた
めの加工技術であると同時に，たばこ製品が消費者を引
きつける魅惑性の役割も果たしていると認識している。
この魅惑性の低減が，喫煙導入の抑制や禁煙の実施の促
進を可能にする。近年，カナダや米国では，香料入りの
たばこ製品の販売が禁止され始めており，現在はメン
ソール入りのたばこ製品の販売は認められているが，今
後，禁止されると考えられる。EU 諸国は，各国に先駆け
てメンソールたばこの販売を 2020 年までに禁止すること
に決定した (35)。我が国においてメンソールたばこは販
売量の 20% を占めていることから，我が国で実施され
るとその効果は非常に大きい。それ以外にも本ガイドラ
インは，より魅力的に見せるためのたばこ製品のフィル
ター部分のコルク模様やたばこの巻紙への着色（3.1.2.2
（ⅱ）項）や健康増進と健康被害低減を謳うためにビタ
ミン，アミノ酸，必須脂肪酸などを使用すること（3.1.2.2
（ⅲ）項）や活力と気力に関連させてエナジードリンク
に含まれる成分（カフェイン，タウリン等の興奮剤）の
含有（3.1.2.2（ⅳ）項）を禁止する必要があると記載さ
れている (11）。現代のたばこ製品のどのような機能が
消費者への魅惑性を高めるのか，そしてそのような機能

の規制は喫煙にどのような効果を及ぼす可能性が高いの
かを解明するための研究が必要になってきている (34)。
「情報開示」の実施
FCTC 第 10 条の目的であり，上述の FDA の活動にも
示したように，我が国の政府当局もたばこ製品の製造業
者と輸入業者に，たばこ製品の成分に関する情報を定期
的に開示する義務を課すべきである。政府当局は，たば
こブランド（MEVIUS，Marlboro など）毎の成分開示を
義務づけることによって，たばこ製品の化学物質の組成
の変化を詳細に追跡でき，またたばこの市場における僅
かな変化についての傾向を分析することが可能となる。
特に，たばこ固有の成分であり発がん性物質であるたば
こ葉中のたばこ特異的ニトロソアミン（TSNA）量は，
代表的なたばこ葉 3 種においてバーレー種が最も多く，
次いでバージニア種，オリエンタル種の順になっている
(36)。そこで，当局はたばこ産業に各たばこ製品に使用
されているたばこ葉の種類とその配合及び添加物成分と
その添加量などを求める必要もある。実際に，たばこ産
業が使用しているたばこ葉及びその割合等が情報公開さ
れることになれば，さらに一歩踏み込んだたばこ製品規
制が実現可能となる。

5．海外における対策事例の紹介
McNeill らは，原著 “Whither tobacco product regulation?”
(37) の中で，各国の「現存するたばこ製品規制と主要
な戦略」を示した（表 3）。この中で「害と毒性の規制」
として，主流煙中のタール・ニコチン・一酸化炭素量の
制限（EU，オーストラリア，シンガポール），低延焼性
のたばこ（Reduced Ignition Propensity Cigarette）の販売（カ
ナダ，米国，オーストラリア），販売禁止（オーストラ
リア，ニュージーランド，EU）などが挙げられている。
特に，たばこ製品とたばこ煙中には，タール・ニコチン・
一酸化炭素以外にも多くの有害化学物質が含有されてい
るために，含有量の制限など更なる規制対策が期待され
る。また「誘引性の規制」として，添加物と含有成分の
制限もしくは禁止措置があり，カナダにおけるたばこ製
品の香料やそれを助長する添加物やカフェイン，ビタミ
ン類の禁止を例記している。しかしながらメンソールの
使用については，議論はされているものの販売は継続さ
れている。しかし，前述したように各国に先駆けて EU
諸国は，メンソールたばこについて議論した結果 2020 年
に禁止することが漸く決定された。さらにカナダでは，
市場において販売量 1% 以上のたばこ銘柄について，た
ばこ葉中の 26 化学物質，たばこ重量，pH とたばこ煙中
の 41 物質（ISO 法と HCI 法で捕集）の分析試験と 3 つ
の毒性試験及びその情報の開示が義務付けられている。
このように海外では，様々な視点から厳しいたばこ製品
規制及び情報開示が行われている。
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主な現存する製品規制戦略

規制の種類

規制を実施
している国

規制の例

参照

害と毒性の規制
排出物制限

EU 諸国，オース
トラリア，シンガ
ポールなど

EU 諸国：製造された紙巻きたばこについて，ISO 喫
煙法で捕集したタールが紙巻きたばこ 1 本あたり 10
mg，ニコチンについては 1 mg，一酸化炭素につい
ては 10 mg を超えないものとする。これらのタール
制限は，1992 年に実施された紙巻きたばこ 1 本あ
たり 15 mg および 1997 年に実施された紙巻きたば
こ 1 本あたり 12 mg をさらに低減したものである。

2014/40/EC 指令
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/
dir_201440_en.pdf（2014 年 7 月 11
日接続）

低延焼性 1

カナダ，米国，オー
ストラリアなど

オーストラリア：2010 年 3 月 23 日以降，オースト
ラリアで製造されるかオーストラリアに輸入され
るすべての紙巻きたばこに強制基準が適用される。
2010 年 9 月 23 日以降，いつどこで製造されたかに
関わらず，またいつオーストラリアに輸入されたか
に関わらず，オーストラリアに供給されるすべての
紙巻きたばこに強制基準が適用される。

オーストラリア競争・消費者委員会
（ACCC）。Product Safety Australia：
強制基準：火災危険低減紙巻きた
ばこ：http://www.productsafety.gov.
au/content/index.phtml/itemId/974720/
fromItemId/974709（2014 年 7 月 11
日接続）

販売禁止

オーストラリア，
ニュージーラン
ド，EU

ニュージーランド：噛みたばこの販売禁止

1990 年喫煙対策環境法
http://www.legislation.govt.nz/act/
public/1990/0108/latest/DLM223191.
html（2014 年 7 月 11 日に接続）

製品毒性成分
規制

スウェーデンなど

スウェーデン：たばこ会社である Swedish Match が
たばこ製品内の一定の毒性成分の制限法を開発し，
自社規格で成分の上限値を定め Gothiatek 規格と呼
ばれるようになった。

Gothiatek 規格
http://www.swedishmatch.com/en/
Snus-and-health/Our-quality-standardGothiaTek/GothiaTek-standards/（2014
年 7 月 11 日に接続）

カナダ，米国，オー
ストラリア，タイ，
フランス，シンガ
ポール，リトアニ
ア，EU 諸国など

カナダ：2010 年 7 月現在，カナダは，メンソール
を除き香味特性があったり，香味を高めたりする添
加物を禁止した。カフェインやビタミンなどの添加
物も禁止した。

カナダ司法省。青少年向けたばこ販
売に関する取締法（Cracking Down
on Tobacco Marketing Aimed at Youth
Act）
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/
2009_27.pdf（2014 年 7 月 11 日接続）

EU 諸国：2014 年 5 月 20 日施行（2 年以内に整備）
たばこ製品への依存性を高めて，口当たりを良くす
る添加物は禁止される。ただし，メンソールたばこ
は例外とされ，4 年間の経過措置があり，2020 年に
販売禁止となる。

2014/40/EC 指令
http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/
dir_201440_en.pdf（2014 年 7 月 11
日接続）

誘引性の規制
添加物と成分
の制限／禁止

中毒性の規制

この分野で法律を
実施している国は
まだない。

試験と開示

カナダ，ブラジル， カナダ：市場占有率が 1% を超えるすべての銘柄に
オーストラリア， ついて，ISO およびカナダ保健省の喫煙法で捕集し
タイ，米国，ベネ た主流煙に含まれる 26 種類のたばこの化学成分，
ズ エ ラ， ニ ュ ー
たばこ重量，pH，41 個の排出物の開示。製造業者
ジーランドなど
と輸入業者は，さらに 3 つの毒性試験を実施して報
告しなくてはならない。また，すべての消費者たば
こ製品製造業者は，その消費者たばこ製品に関して，
製造業者により，または製造業者の代理として，1
年間に実施し，継続し，完了した各研究活動を毎年
報告するものとする。これには，（a）毒性，（b）健
康への影響，
（c）成分，
（d）味と香味，
（e）改良，
（f）
マーケティング，（g）消費者の使用方法に関する研
究が含まれるが，これらに限定されるものではない。

カナダ保健省。たばこ報告規制。
http://www.hc-sc.gc.ca/hcps/tobactabac/legislation/reg/indust/index-eng.
php（2010 年 4 月 18 日に接続）

1．紙巻きたばこの火がついた状態のまま放置されたときに，自己消火するように製造されたされたたばこ製品。

6．我が国におけるたばこ製品に関する問題点の複雑化
我が国において，たばこ製品は「紙巻きたばこ」と「無

煙たばこ」の 2 つの形態に大きく分けられる。紙巻きた
ばこは現在我が国において最も販売量が多く，また喫煙
者の殆どがこの紙巻きたばこ使用者と考えられる。紙巻
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FCTC9，10 条に取り上げられた問題点の 3 種類のたばこ関連製品による分類
紙巻きたばこ

無煙たばこ

電子たばこ

魅惑性

製品のパッケージ
添加物
メンソール
その他香料

製品のパッケージ
添加物
メンソール
その他香料

製品のパッケージ
充填液
メンソール
その他香料

依存性

ニコチン（たばこ煙）

ニコチン（ガス，唾液を介して）

ニコチン（日本では禁止）

有害性

有害化学物質
主流煙
非燃焼物質（たばこ葉由来）
燃焼物質
副流煙
非燃焼物質（たばこ葉由来）
燃焼物質

有害化学物質

有害化学物質
水蒸気
反応物質

その他

非燃焼物質（たばこ葉由来）

気化装置 1
充電池 1

吸い口フィルター

1．電子たばこ製品は，充填液を気化装置によって水蒸気の発生を行っている。また，この製品は充電池によって動くことから，気
化装置，充電池のリサイクル等の環境への負荷を抑制するシステムの構築が必要である。

表5

FCTC9，10 条で懸念される要因に対する我が国の対策の実施状況
対策

FCTC 条約

紙巻き
たばこ

無煙
たばこ

電子
たばこ

製品のパッケージ
添加物
メンソール
その他香料
喫煙の導入

簡易包装（プレーンパッケージ）

11 条

未実施

未実施

未実施

含有量の規制（添加禁止含む）
含有量の規制（添加禁止含む）
未成年への対策
広告規制

9，10 条
9，10 条
16 条
13 条

未実施
未実施
実施
自主規制

未実施
未実施
未実施
自主規制

未実施
未実施
未実施
未実施

依存性

ニコチン

含有量の規制

9，10 条

未実施

未実施

禁止※

有害性

有害化学物質
主流煙
副流煙

含有量の規制
受動喫煙対策

9，10 条
8条

未実施
あり
（効果は限定的）

未実施
未実施

未実施
未実施

たばこ製品の情報不足
吸い口フィルター
気化装置
充電池

情報開示
構造の規制
製品の規格化
充電池のリサイクル

10 条
9，10 条
―
―

未実施
未実施
―
―

未実施
―
―
―

未実施
―
未実施
未実施

要因
魅惑性

その他

※ニコチン添加の場合は，薬事法違反となる。

きたばこについては既にその多くを上述したので，ここ
では紙巻たばこの機能を FCTC 第 9，10 条の「魅惑性」
「依
存性」「有害化学物質」と対応させた一覧を掲載するに
留める（表 4）。一方で，近年我が国では「無煙たばこ」
の販売が日本たばこ産業からも開始され，その種類が増
えてきている。無煙たばこ製品はその名称通りにたばこ
煙が排出されないため，主流煙による喫煙者への健康影
響や副流煙による受動喫煙者への健康被害が少ないと考
えられることにより，注目されている。しかし，無煙た
ばこ製品は口腔がんなどを理由に IARC グループ 1 に分
類されていることから，日本学術会議は「無煙タバコ製
品（スヌースを含む）による健康被害を阻止するための
緊急提言」を発行し (38)，厚生労働省は「無煙たばこ・

スヌースの健康影響について」情報提供を行なった
(39)。このような状況を踏まえ，国内で販売量が増加す
ると予想される無煙たばこ製品については，今後更なる
検討が必要である。また，ここ数年海外で電子たばこ
（electronic cigarette，通称 e-cig 又は e-cigarette）の販売
が増加している。これはニコチンを含んだ充填液を気化
装置によって水蒸気にして吸い込む製品となっているた
め，“electronic nicotine delivery system (ENDS)” とも呼称
されている。この製品は紙巻きたばこと比較すると有害
化学物質の含有量が低いために新たなニコチン吸入器と
して海外の若者を中心に販売を伸ばしている。しかし我
が国においてニコチンを含む電子たばこは未承認の医薬
品となるために販売はされていないが，個人での海外か
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らの輸入は可能なために国内でも使用されていると考え
られる。また，電子たばこは，一部で有害性の低いたば
こ製品又は禁煙補助製品との認識もあるが，使用者は紙
巻きたばこ製品と同様にニコチンを含む蒸気を吸い込む
ために，蒸気中のニコチンとそれ以外の化学物質の摂取
量を制御することは難しく，上記のような用途としては
不適切である。さらに，ニコチン摂取量の制御が出来な
いことを踏まえると使用者はニコチン依存になる危険性
もある。最近，たばこ葉を携帯型装置によって加熱する
新規たばこ製品を日本たばこ産業株式会社が「Ploom」，
フィリップ モリス ジャパン株式会社が「iQOS」という
名称で販売開始している。これら製品に関しては，有害
化学物質の発生原理，発生量について今後，調査研究を
進める必要がある。
最後に，各たばこ製品の機能に対して適切なたばこ対
策が我が国において実行されているかを表 5 に示した。
まず「魅惑性」に関するたばこ対策は，広告における自
主規制のみで殆ど実施されていない。但し，未成年者喫
煙禁止法によって未成年の喫煙禁止と親権者による未成
年者への喫煙制止義務及びたばこ販売業者への罰則が，
紙巻きたばこ及び無煙たばこで実施されているが，電子
たばこは我が国においてたばこ製品には該当しないため
にこの対象とされていないのが現状である。また，「有
害性」は紙巻きたばこにおいて公共施設や指定区域での
喫煙を禁止する等の受動喫煙対策が進められているだけ
である。このような我が国のたばこ対策の現状は，無煙
たばこと電子たばこに「受動喫煙の影響が僅かであるた
ばこ製品」という位置づけを与え，これらたばこ製品を
「喫煙禁止区域で使用可能なたばこ製品」やその魅惑性
から「喫煙の導入用たばこ製品」へと変化させてしまう
可能性がある。現在，紙巻きたばこの販売量は減少傾向
にあるものの，上記のような新規たばこ製品の販売量を
比較しても遥かに多いことから，今後もたばこ製品の規
制の優先度が高い位置づけを維持する必要がある。また，
無煙たばこに関しては既に市場に出ているため，国内で
販売される無煙たばこ製品の有害成分の分析研究を実施
することが急務であり，さらに紙巻きたばことの併用に
よる健康影響や未成年を含む若者への啓発普及も必要に
なる。今後，FCTC 第 9，10 条に基づくたばこ対策につ
いて，厚生科学審議会の「たばこの健康影響評価専門委
員会」において十分に議論され，広く国民へ情報公開さ
れることも重要であると考えている。
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たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第 11 条
「たばこ製品の包装及びラベル」について
戸次加奈江，稲葉

洋平，欅田
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国立保健医療科学院生活環境研究部

WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) Article 11:
Packaging and Labelling of Tobacco Products
Kanae BEKKI, Yohei INABA and Naoki KUNUGITA
Department of Environmental Health, National Institute of Public Health

Abstract
The World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control (FCTC)
requires member countries to implement measures aimed at reducing the demand for tobacco products.
FCTC article 11 describes the important forms of health communication and packaging regulations. And this
article recommends on large pictorial health warnings and encourages more effective forms of disclosure on
constituents and emissions. Furthermore, article 11 recognizes the importance of the package as a promotion
al vehicle for tobacco companies and requires the removal of potentially misleading packaging information,
including the terms “light” and “mild.” The Conference of the Parties (COP) adopted guidelines for imple
mentation of article 11 on “Packaging and labelling of Tobacco Products”. Some countries, such as Canada,
the U.S.A., Australia, EU countries etc. positively promoted tobacco control by implementing counter
measures such as the graphic health warning labels and plain packages. These countermeasures showed
the significant effects of decreasing smoking rate and preventing smoking initiation in young people.
Furthermore, these warning labels were effective for the literally challenged. However, the Japanese govern
ment has not implemented these countermeasures, and only limited texts are shown on Japanese tobacco
packaging. Therefore, Japan should emulate approaches taken by other countries, and promote the tobacco
control policy in accordance with FCTC.
Key words: tobacco（たばこ），Framework Convention on Tobacco Control（たばこ対策枠組み条約），
warning label（健康被害警告ラベル），plain package（プレーンパッケージ）

1．は じ め に
「平成 26 年全国たばこ喫煙者率調査」(1) による日本
国内の喫煙率は，成人男性の平均喫煙率が 30.3%，女性
は 9.8% であり，男性の場合，昭和 41 年以降のピーク
時（83.7%）と比較すると，46 年間で約 1/3 までもの減
受付 2014 年 8 月 22 日，受理 2014 年 9 月 4 日
Reprint requests to: Naoki KUNUGITA
Department of Environmental Health, National Institute of Public
Health, 2-3-6 Minami, Wako-shi, Saitama 351-0197, Japan
TEL: +81(48)458-6262, FAX: +81(48)458-6270
E-mail: kunugita@niph.go.jp

少が見られる。これらの要因として，公共の場における
禁煙エリアの設置や禁煙車の増大，たばこの大幅増税，
たばこに関する法制度の確立，禁煙治療の保険適応，さ
らには，「健康日本 21」における禁煙者の増加を目指し
た喫煙率の目標設定等が考えられ，これまで日本国内で
は喫煙率の減少へ向けたさまざまな対策が実施されてき
た。しかしながら，現在の日本国内の喫煙率は，他の先
進国と比較しても非常に高い水準にあり (2)，喫煙によ
る有害性が社会的にも広く認識されているアメリカやカ
ナダ等の先進国と比較すると，2 倍もの差が生じている
(2)。そのため日本国内においても，今後，人々へ喫煙・
受動喫煙の健康被害の認識を高めるための普及啓発を行
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い，喫煙率の減少へ向けた対策をより一層推進させてい
く必要がある。
また，世界保健機関（WHO）は，たばこが公衆の健
康に深刻な影響を及ぼす世界的な問題になっているとの
見解から，たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
（WHO Framework Convention on Tobacco Control; WHO
FCTC）を 2005 年に発効した。ここでは，締約国に対し
て，たばこ消費の削減に向けた広告・販売への規制や密
輸対策等が求められている。また，たばこによる健康被
害を食い止めるべく，たばこのパッケージ警告を通じて
行われるヘルスコミュニケーション専用の条項が 2 つ含
まれており (3)，その一つに，たばこの健康警告につい
てうたった「第 11 条：たばこ製品の包装及びラベル」
がある。実際，FCTC 第 11 条では，160 以上の締約国に
対して「たばこ使用の有害な影響を示す健康警告を表示
すること」と定められており (3)，2008 年 11 月に開催
された COP3（第 3 回締約国会議）で採択された第 11
条のガイドラインでは，喫煙を主な要因とする特有の疾
病をパッケージの両面に大きく明確に描いた健康警告の
表示が義務付けられた (4)。さらに，各締約国が WHO
FCTC の義務を履行することを支援するために発行され
たプラン，MPOWER(5, 6) では，たばこ消費を減らす
ための効果的な政策の実施へ向けた国内法の制定を実践
的に支援する方策が述べられ，その中では，喫煙の危険
性を人々に周知させるための健康警告の重要性について
も強調されている。このようなたばこ対策に関する
FCTC が発効されることにより，各国では喫煙に対する
政策が進められ，これにより喫煙率の低下を導くなど，
着実な効果が伺える。
本文では，FCTC 第 11 条についての具体的な内容を
紹介すると共に，FCTC が示すたばこ対策に関する近年
の国内外での動向について記す。

の包装及びラベルには，たばこの使用による有害な
影響を記述する健康に関する警告を付するものと
し，また，他の適当な情報を含めることができるこ
と。これらの警告及び情報は，
（ⅰ）権限のある国内当局が承認する。
（ⅱ）複数のものを組合せを替えて表示する。
（ⅲ）大きなもの，明瞭（めいりょう）なもの並びに
視認及び判読の可能なものとする。
（ⅳ）主たる表示面の 50 パーセント以上を占めるべき
であり，主たる表示面の 30 パーセントを下回る
ものであってはならない。
（ⅴ）写真若しくは絵によることができ，又は写真若
しくは絵を含めることができる。
2．たばこ製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側
の包装及びラベルには，1（b）に規定する警告に加え，
たばこ製品の関連のある含有物及び排出物であって
国内当局が定めるものについての情報を含める。
3．締約国は，1（b）及び 2 に規定する警告その他文字
による情報をたばこ製品の個装その他の包装並びに
あらゆる外側の包装及びラベルに自国の主要な一又
は複数の言語で記載することを要求する。
4．この条の規定の適用上，たばこ製品に関する「外側
の包装及びラベル」とは，当該たばこ製品の小売販
売に使用されるあらゆる包装及びラベルをいう。
以上のような内容から，第 11 条では，締約国に，た
ばこ製品の包装とラベルに健康上の警告とメッセージの
表示をさせる具体的で強制力のある義務を課しており，
その厳守すべき達成期限についても明確に述べられてい
る。

3．たばこ包装上の健康警告表示に関する
国内外での動向

2．FCTC 第 11 条：たばこ製品の包装及びラベル
第 11 条，条文を以下に記す（外務省訳文）(7)。
1．締約国は，この条約が自国について効力を生じた後
三年以内に，その国内法に従い，次のことを確保す
るため，効果的な措置を採択し及び実施する。
（a）たばこ製品の包装及びラベルについて，虚偽の，誤
認させる若しくは詐欺的な手段又はたばこ製品の特
性，健康への影響，危険若しくは排出物について誤っ
た印象を生ずるおそれのある手段（特定のたばこ製
品が他のたばこ製品より有害性が低いとの誤った印
象を直接的又は間接的に生ずる用語，形容的表示，
商標，表象による表示その他の表示を含む。）を用
いることによってたばこ製品の販売を促進しないこ
と。これらの手段には，例えば，
「ロー・タール」，
「ラ
イト」，「ウルトラ・ライト」又は「マイルド」の用
語を含めることができる。
（b）たばこ製品の個装その他の包装並びにあらゆる外側

1）健康被害警告ラベル
2000 年に世界で最も早く画像による健康被害警告ラ
ベルを導入したカナダをはじめ，現在は，アメリカ，オー
ストラリア，ヨーロッパ，アフリカ，東南アジア等の国々
においても，たばこ規制における政策の手段として，警
告ラベルが取り入れられており (8–12)，2010 年に警告
ラベルの表示を実施した国が 34 ヶ国であったのに対し，
2014 年では 63 ヶ国まで増加した。また，これら警告ラ
ベルのたばこ包装上での表示については，「主たる表示
面の 50 パーセント以上を占めるべきであり，主たる表
示面の 30 パーセントを下回るものであってはならない」
と 11 条で定められていることから，各締約国では，こ
の規定を満たすためのさまざまな対応が取られている
（表 1，項目 2，3，4）。各国の包装上の表示面積の割合は，
国ごとでも異なり，アメリカ，カナダ，オーストラリア
などの先進諸国では包装の 50% 以上が警告表示で占め
られている。また，先進国のみでなく，タイやマレーシ
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アなどの東南アジアの地域でも同様な傾向が見られ，文
字のみでなく，図 1 に示すようにタイやカナダなどで取
り扱われる画像入りの健康被害警告表示やプレーンパッ
ケージを取り入れる国も増加傾向にある。しかしながら，
近年，警告表示に関する活動がさらに広まる中で (14)，
アメリカでは，警告表示を義務付けたアメリカ薬品食品
局（FDA）に対して，「表現の自由」に反する憲法違反
とのことから，たばこ会社が訴訟を引き起こすなど，警
告表示に反する動きも見られる (15, 16)。
カナダ保健省が国民に対して実施した，健康被害警告
ラベルに対する意識調査によると，たばこの外箱両面に
大きく表示される警告表示は，人々の目に触れやすい情
報源であることからも，小学生などの子供をはじめ，多
くの喫煙者及び非喫煙者が，ラベル表示によりたばこの
有害性に対して高い認識を持つことが可能になるとの結
果が報告されている (17)。また，アメリカやヨーロッパ
等では，画像入りの警告表示が，思春期の若者に対する
喫煙の誘発を抑制する効果を示したことや (9, 18)，喫煙
者に対して禁煙を増加させる手段としても有効であり，
また，喫煙率が高く，識字率の低い集団に対して健康情
報を伝える上でも画像入りの健康警告表示は効果的であ
ると，高く評価されている (19–22)。さらに，イギリス，
オランダ，オーストラリア，ブラジル，ニュージーラン
ドで実施された調査結果からは，包装上の健康被害警告
ラベルに国内の禁煙電話相談サービス（クイットライン）
の連絡先を表示することで，その利用者が大幅に増加し，
禁煙に繋がるケースも多く見られた（図 1A，E）(23–26)。
このように，喫煙対策における健康警告表示の取り組
みが進む中，国外で販売される日本のたばこ製品につい
ても，その国の法規制に対応した警告表示が使用されて
いることから，同じ日本のたばこ製品でありながら，海

外で販売する際には，画像入りの警告を表示している国
も多い。
一方，日本国内でも FCTC に対応するため，たばこ事
業法施行規則第 36 条の規定により，別表第一に挙げら
れる次の警告文，
・喫煙は，あなたにとって肺がんの原因の一つとなりま
す。疫学的な推計によると，喫煙者は肺がんにより死
亡する危険性が非喫煙者に比べて約 2 倍から 4 倍高く
なります。
・喫煙は，あなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。
疫学的な推計によると，喫煙者は心筋梗塞により死亡
する危険性が非喫煙者に比べて約 1.7 倍高くなります。
・喫煙は，あなたにとって脳卒中の危険性を高めます。
疫学的な推計によると，喫煙者は脳卒中により死亡す
る危険性が非喫煙者に比べて約 1.7 倍高くなります。
・喫煙は，あなたにとって肺気腫を悪化させる危険性を
高めます。
及び第二に挙げられる次の警告文，
・妊娠中の喫煙は，胎児の発育障害や早産の原因の一つ
となります。疫学的な推計によると，たばこを吸う妊
婦は，吸わない妊婦に比べ，低出生体重の危険性が約
2 倍，早産の危険性が約 3 倍高くなります。
・たばこの煙は，あなたの周りの人，特に乳幼児，子供，お
年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際に
は，周りの人の迷惑にならないように注意しましょう。
・人により程度は異なりますが，ニコチンにより喫煙へ
の依存が生じます。
・未成年者の喫煙は，健康に対する悪影響やたばこへの
依存をより強めます。周りの人から勧められても決し
て吸ってはいけません。
合計 8 種類の警告文が設けられているものの，日本のた

図 1 各国におけるたばこ包装上の健康警告表示の例（a；健康警告表示，b；ブランド名）。（A）タイ，（B）イタリア，（C）UK，
（D）日本，（E）カナダ，（F）フランス［写真画像及び引用文献 (27) より］。
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包装の主要面前面に占める健康被害警告表示面積
の割合（%）

包装の主要面後面に占める健康被害警告表示面積
の割合（%）

健康被害警告を包装の主要面上方に表示するよう
法的な規制 があるか

健康被害警告の文字の形式，大きさ，色について
の法的な規制があるか

健康警告表示は，国内で製造されるもの，領内に
12 輸入されるもの，免税品を含む全てのたばこ製品
を対象に規制されているか

13

14

15 特定の健康被害警告表示を法的に規制しているか

健康被害警告に関する違反に関して法的な罰金が
要求または設立されているか

6

健康警告表示はたばこ製品の個装その他の包装並
11 びにあらゆる外側の包装及びラベルに表示されて
いるか

いくつの特定の健康警告表示が法的に義務付けら
れているか

5

たばこ警告表示が，納税印紙などの必要不可欠な，
9 いかなるマーキングによっても隠されてはいけな
いことが，法的に規制されているか

包装上の健康警告表示は，喫煙による健康被害を
表示しているか

4

8 健康被害警告は国内の公用語で表示されているか

たばこ警告表示が，たばこ産業の責務を減免する
ものではないことを法的に言及しているか

3

健康被害警告の効果・持続性を維持させるため，
7 常に最新の 多様な警告内容を並列的に交替で表示
しているか

包装上の健康被害警告表示には写真や図が使用さ
れているか

2
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締約国におけるたばこ包装・健康警告表示に関する規制事項 (13)

たばこ包装上の健康警告表示
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Yes

Yes

たばこの包装やラベル上に香味料を表す表現を使
20 用することができないことが法的に規制されてい
るか

銘柄や商標の一部として使われる場合も含め，包
装上にたばこ主流煙の（タール，ニコチン，一酸
化炭素）イールド数値の表示を法的に禁ずること
が規制されているか
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ばこ会社や特定の販売業者は，これら 8 種類の中から各
1 種類ずつ，計 2 種類をたばこ包装の主要 2 面へそれぞ
れ 30% 以上の面積を使って表示することが義務付けら
れているだけである。画像による警告表示，文字や色，
表現などの規制もなく，未だ FCTC で求められる最低限
の条件を満たす警告表示に留まったままであることか
ら，日本のたばこ会社に対する国内外での対応の違いに
ついて反対する意見も多い。
2）外箱上での製品の含有物と排出量の表示
第 11 条では，たばこの外箱における健康被害警告表
示のラベル化に加え，「たばこ製品の関連のある含有物
及び排出物であって国内当局が定めるものについての情
報を含める」と記載されている (3)。これまで，日本の
財務省が所管するたばこ容器の包装に対する規定では，
パッケージ上にタール及びニコチンの排出量のみ表示す
ることが定められていた。これら値の表示は，他の多く
の国々においてもたばこ容器の包装に表示されており，
そのほとんどは，国際標準化機構（ISO）が定めた統一
された方法で測定されていることから，他国とのたばこ
製品を比較する上では有効な表示である。しかしながら，
これらの表示は，多くの消費者に対し，低いタールとニ
コチンの排出量が，曝露やリスクの低減を意味するなど
の誤った認識を招く危険性も懸念されている (28–32)。
たばこの吸い方は，個々人によってさまざまであり，低
タールと表示されたたばこを吸う場合には，無意識のう
ちに吸い方を変えている可能性も考えられ，他のたばこ
を吸う場合と同程度のニコチンを摂取している可能性も
高い (33)。このように，たばこを吸い込む深さや頻度
等については，個々人によってもさまざまであるため，
タール・ニコチンの排出量の表示のみでは，たばこの有
害性を評価することは不可能である。このようなことか
ら，第 11 条のガイドラインでも，「締約国は，包装及び
ラベルに，タール，ニコチンおよび一酸化炭素などのイー
ルド * の数値を表示することは，ブランド名または商標
の一部として使用される場合も含め禁止するべきであ
る」と勧告されている (4)。これを受け，多くの国々では，
パッケージ上における排出量の表示を取り除く動きが見
られ，特にオーストラリアでは，排出量の表示を禁止す
ることが法的にも規制されている（表 1，項目 21）。また，
代わりに特定の有害成分の情報を，その健康影響の説明
と共に表示することで (34)，消費者に対して有害性を
伝える有効な手段として効果を示し (35)，さまざまな
たばこブランドにおける相対的リスクに関する誤った認
識を招く危険性も回避できるものとして，高い評価が得
られている (29)。
*：紙巻たばこのパッケージに表示されているタール○○ mg，
ニコチン○○ mg という数字は，紙巻たばこ一本あたりの
「含有量」でなく，スモーキングマシンが一定の方法で吸引
した主流煙に含まれるタールとニコチン量である。正式には
yield（イールド：収量）と呼ばれる (33)。

3）誤解を招く包装情報の禁止
さらに，FCTC の第 11 条では，包装上での健康影響
に対する誤解を招く可能性のある情報表示を禁止するよ
う要求されている。「light」，「mild」，「low tar」などの用
語は，本質的に消費者に誤解を与え，消費者の多くがこ
れらの製品に対して有害性が低く，禁煙がより容易であ
ると誤って認識する危険性を有していることから，現在
までに，50 ヶ国を超える国々が包装上にこれらの用語
を使用することを禁止してきた。また，マレーシアやタ
イなどの国々では，禁止用語のリストを拡大させる動き
も 見 受 け ら れ， 他 の 誤 解 を 招 く よ う な 表 現（「cool」，
「extra」，「special」，「smooth」，「premium」，「natural」）
についても禁止用語として挙げている。
一方，アメリカ，イギリス，カナダ，オーストラリア，
ニュージーランド等の国々では，「light」や「mild」等の
用語を除くだけでは，たばこに対する人々の誤った認識
を回避させることは難しいと主張する声も多く，実際に，
人々が，たばこの外箱のデザインや色などによって，味
や香りのイメージの印象を受ける傾向が強いことが示さ
れている (36–39)。そのため，用語の禁止と併用して，
たばこのパッケージの統一化や下記に示すプレーンパッ
ケージの導入をより一層推進させる必要性も考えられる。
また，日本国内では，たばこ事業法施行規則 36 条 2
において，
「会社又は特定販売業者は，
「low tar」，
「light」，
「ultra light」又は「mild」その他のたばこの消費と健康
との関係に関して消費者に誤解を生じさせるおそれのあ
る文言を容器包装に表示する場合は，消費者に誤解を生
じさせないために，当該容器包装を使用した紙巻等たば
この健康に及ぼす悪影響が他の紙巻等たばこと比べて小
さいことを当該文言が意味するものではない旨を明らか
にする文言を，当該容器包装に表示しなければならない」
とも定められている。そのため，FCTC 第 11 条において，
誤った印象を生ずるおそれのある手段として使用が禁止
されている用語についても，日本では継続的な使用を認
める記述になっており，このことは，たばこ対策を進め
る上での妨げになる可能性もあることから，今後，使用
の可否について検討が必要と考えられる。

4．たばこプレーンパッケージ
先に述べたように，たばこの有害性に関する誤った認
識は，ブランドのイメージや色など，販売を促進させる
ような外箱表示の情報が関与している可能性が考えられ
る。特に，同系色の色合いや包装上での空白の割合は，
人々に対して，たばこ製品の強度や潜在的リスクの認識
を操作する可能性が高く，実際には，色とブランドイメー
ジを排除することで，各ブランドのリスクに対する誤っ
た確信が低減するという調査結果も報告されている
(38)。また，第 11 条施行のために発効されたガイドラ
インでは，たばこ製品特有の色使い・画像・マークなど
の使用が禁じられた「プレーンパッケージ」に関する勧
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告も含まれており，「締約国は，標準的な色とフォント
スタイルで表示されるブランド名および製品名以外のロ
ゴ，色，ブランドイメージ，または販売促進情報の使用
を制限または禁止する対策の採用を検討すべきである
（プレーンパッケージ）」(4) とされている。
オーストラリアは，2012 年に世界で最も早くプレー
ンパッケージを導入した国であり，オーストラリアのた
ばこのパッケージ表示は，単色無地で，ロゴ等も一切使
用せず，たばこ会社は商品名と社名のみを決まった色，
書体，サイズの文字で決まった場所に表示しなければな
らない。また，パッケージの表 4 分の 3 と裏全面には，
たばこに関連する病気など，健康に対するたばこの害を
訴える警告画像を印刷することが要求されている
（図 2A）。実際，このプレーンパッケージの導入は，オー
ストラリア国内の喫煙率の低下へも貢献しており，オー
ス ト ラ リ ア の 喫 煙 率 は，2010 年 か ら 2013 年 の 間 に
15.1% から 12.8% にまで減少した (39)。このことからも，
プレーンパッケージは，たばこ対策を進める上で非常に
有効な手段と言える。イギリスでは，既に 2015 年から
プレーンパッケージの導入が決定されており，導入に向
けたたばこパッケージの指針案も発表されている
（図 2B）。また，ニュージーランドやアイルランド等の
国でも法的な規制の設立を進める動きがあるなど (4)，
導入を検討する国も徐々に増えてきている。その他，
ASEAN 諸国や香港等のアジア (40)，南米 (41) 等でも
試験的にプレーンパッケージを導入することで，若者か
ら成人まで幅広い喫煙者層に対する喫煙率の低下に効果
を示している。一方，オーストラリアでは，たばこ会社
が，プレーンパッケージの導入により不当に会社のト
レードマークを奪われたとして，このことが法律上での
知的財産権の侵害に値するとの理由から，オーストラリ

ア最高裁判所に対して異論を唱えた。結果として，裁判
所によりこれらの異論は受け入れられなかったものの，
たばこ会社は再度訴訟を引き起こし，プレーンパッケー
ジの使用義務への反論はより一層強まっている。

5．ま

と

め

2005 年に WHO よりたばこ対策に関する FCTC が発
効されて以降，先進国をはじめとする世界各国では，喫
煙に対するさまざまなたばこ対策が進められてきた。中
でも，画像健康警告表示やプレーンパッケージ実施の先
駆けとなったカナダやオーストラリアでは，たばこ対策
におけるさまざまな規制を強化することで，喫煙率の低
下にも大きく貢献してきた。また，東南アジア等の途上
国においても，これらに続く対策が急速に進められてい
る。一方，日本国内では，FCTC に対応すべく「たばこ
事業法施行規則」による規制が定められているものの，
それらは FCTC で求められる最低限の条件を満たすのみ
であり，喫煙者の健康影響や禁煙の必要性に対する認識
も浅く，世界的にも高い喫煙率を維持したままである。
そのためにも，さまざまな媒体を通じて FCTC に基づい
たたばこ対策の情報を国民へ広く周知させていくと共
に，喫煙に関する教育・啓発にも力を注いでいく必要が
あり，日本は，経済面や産業面で最先端を進む国である
と共に，健康面や環境面においても先進的な力を発揮し
ていくため，FCTC の批准国として，たばこ対策をより
一層強力に進めていく必要がある。
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喫煙と受動喫煙がもたらす健康被害
Health risks caused by smoking and second-hand smoke

やま

と

大 和

ひろし

浩

Hiroshi YAMATO

である「健康日本 21（第二次）」では 、2007 年時点
1）

はじめに

の日本人の死亡原因は喫煙が 12 万 9 千件、高血圧
が 10 万 4 千件であったこと（図 1） 、また、2012 年
2）

喫煙が健康に悪いことを知らない人は居ない。問

の国立がん研究センターが公表した多目的コホート

題は、喫煙がもたらす健康被害の大きさまで正確に

の研究結果によれば禁煙、節酒、減塩、運動、適正

知る人は少ないことである。まず、喫煙者本人の健

体重の 5 つの健康習慣を多く実践している者はがん

康被害の大きさについて解説する。他人の煙を吸わ

リスクが小さくなること（図 2） 、さらに、受動喫

される受動喫煙によっても健康被害が発生すること

煙によって年間 6,800 人の非喫煙者の超過死亡の原

については、逆の現象、つまり、レストランや居酒

因となっていることから（表 1） 、表 2 に示すよう

屋を含む屋内施設を法律で全面禁煙とした国では病

に喫煙対策について今後 10 年間に達成すべき数値

気が減少したことにより解説をする。

目標を設け、一層の推進を図ることとなった。

3）

4）

さらに、2008 年から始まった内臓脂肪型肥満の

Ⅰ. 喫煙の早死は年間 13 万人、
受動喫煙でも年間 6,800 人

対策を重視した特定健診（いわゆるメタボ健診）で
も、2013 年に改定された第二期特定健診では非肥
満の喫煙者、および、高血圧や高血糖などのリスク

2013 年から始まった厚生労働省の健康増進対策

5）
を有する者への対策に力を入れることとなった 。
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図 1 わが国の非感染性疾患と外因による死亡数（男女計）
産業医科大学 産業生態科学研究所
健康開発科学研究室 教授
〠807 - 8555 福岡県北九州市八幡西区医生ヶ丘1 - 1

Department of Health Development, Institute of Industrial Ecological
Sciences, University of Occupational and Environmental Health, Japan
(1-1, Iseigaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu)

－102－
（1）

許可を得て転載

0

1.2
1

1

男性

1

女性

がんの相対リスク

0.86 0.86

0.8

0.72 0.73

0.68

0.61

0.6

0.57

0.63

0.4
0.2
0

0-1

2

3

4

5

実践している健康習慣の数
（Sasazuki S, et al : Prev. Med. 2012 ; 54 : 112-116.）

図 2 5つの健康習慣とがんのリスク
表 1 わが国の受動喫煙による死亡数
疾患

男性

女性

家庭での
受動喫煙

肺がん

201人

1131人

虚血性心疾患

206人

1640人

職場での
受動喫煙

肺がん

448人

340人

1366人

1471人

2221人

4582人

虚血性心疾患
小計
合計

表 2 健康日本 21（第二次）、喫煙対策に関する数値目標
項目

小計

現状

成人の喫煙率の減少

3178人

禁煙希望者（37.6％）が
やめる

19.5％
（2010年）

男：32.2％、女：8.4％

目標
12％
（2022年）

行政機関
（2008年）16.9％

3625人

0％

医療機関
（2011年）13.3％
受動喫煙の機会

6803人

を有する者の割合の減少

（片野田耕太 他．厚生の指標．2010 ; 57（13）: 14 - 20.）

職場
（2011年）44％

0％
受動喫煙のない
＊
職場の実現
（2020年）

家庭
（2010年）10.7％

3％
（2022年度）

飲食店
（2010年）50.1％

15％
（2022年度）

Ⅱ. タバコ煙の有害性①：発がん
タバコ煙には、ホルムアルデヒドやベンゼン、カ
ドミウム、ニッケル、ヒ素、ベンゾピレン、さらに
は、放射性物質であるポロニウムなど 70 種類以上
の発がん性物質が含まれている

。煙が直接接触

6, 7）

する口腔、舌、咽・喉頭、気管・気管支、肺のがん
だけでなく、唾液とともに食道、胃、大腸などのが
ん、さらに、血液によって全身に運ばれて腎臓、膀
胱、膵臓、子宮頸部などあらゆる臓器の癌のリスク

（東敏昭 他：日本公衛誌．
1985 ; 32（1）: 17-23.）

を高める。

図 3 副流煙の電子顕微鏡写真

Ⅲ. タバコ煙の有害性②：炎症

喫煙により湿度 100％の肺に入ると水分を吸収して
約 2 倍ほどに膨らむが、いずれにせよ、タバコ煙の

タバコに限らず、草や木、化石燃料の燃焼によっ

直径は 2.5μm よりも小さい微小粒子状物質（PM2.5）

てガス
（一酸化炭素など）と粒子（ミスト状のタール）

8）
である 。喫煙者の肺が黒くなるのは、タバコ煙の

が発生する。煙が見えるのは、粒子が光を乱反射す

粒子が小さいため肺の最深部である肺胞領域、つま

るからである。図 3 はタバコの先端から立ち上る

り、肺の表面にまで到達するからである。さらに、

副流煙を電子顕微鏡で撮影した写真で（図中の線は

肺胞壁に沈着しなかったタバコ煙は呼気に吐出され

2μm を表す）
、
その直径の中央値は 0.43μm であった。

る、という現象からもその小ささが理解される。肺

（ －103－
0）

0

胞に吸入された粒子によって発生した炎症は、サイ

は 13 回、2 月で超えたのは延べ 1,127 回の測定のう

トカインを介して全身の血管の炎症を起こし、心筋

ち 74 回、3 月は 1,228 回のうち 5 回であった。しか

梗塞や脳卒中のリスクも高くなる。

も、基準値を超えた日の多くが 40 ～ 50μg/m3 で、

つまり、タバコ煙はその中身も大きさも人体に有

3
外出を自粛するレベルである 70μg/m を超えた日

害な物質である。喫煙者が肺に吸い込むタバコ煙の

はなかった。また、神奈川県では交通量の多い 19

濃度は測定が出来ないが、間接的な評価として、喫

の交差点でも同様の測定が行われているが、日本は

煙終了後の呼気に含まれるタバコ煙を測定したとこ

排ガス規制が厳しいため、交差点の PM2.5 も高く

ろ 10mg/m を超えていた。喫煙者が図 1 で示した

はなかった。

3

病気で早死にするのは当然の帰結である。喫煙によ

先に述べたように、タバコ煙という PM2.5 を超

る健康障害のメカニズムとその被害の大きさを喫煙

高濃度で吸引する喫煙者が、越境汚染の心配をする

者に伝えて、1 日も早く禁煙外来を受診し、禁煙治

のはナンセンスである。

療を受けるように勧めて欲しいものである。なお、

Ⅴ. 屋内の受動喫煙①：全席喫煙の居酒屋

2006 年から医療保険が適用されており、その費用
は 1 日 1 箱吸う人のタバコ代 1 ～ 1.5 カ月分ほどで

わが国で問題なのは、屋内の PM2.5 汚染によっ

しかなく、現在、全国 15,000 箇所以上の医療機関

て健康を脅かされる受動喫煙の問題である。図 4 は

で受療できる。

全席喫煙の居酒屋で筆者が測定した PM2.5 の濃度

Ⅳ. 環境中の PM2.5

である。まず、屋外で 5 分間の測定を行い大気汚染
がないことを確認した上で、居酒屋の屋内で 1 時間

2013 年 2 月、急速な工業化と自動車の普及が進

の測定を行い、再度屋外の測定を 5 分間行った。喫

む中国では大量の化石燃料の消費により発生した

煙が行われている屋内は環境省から示された PM2.5

PM2.5）が偏西風と季節風で運ばれ、越境汚染とし

3
の環境基準（1 日平均）である 35μg/m を大幅に超

て社会問題となった。現在、多くの自治体で PM2.5

えていた。

を 1 時間おきに測定して、リアルタイムでその結果

Ⅵ. 屋内の受動喫煙②：喫茶店

を発表している。例えば、神奈川県では各市役所や
町役場、いくつかの小中学校など 41 箇所で大気環
境の PM2.5 を連続的に測定し、その 1 時間値と 1

図 5 のように壁と自動ドアで喫煙区域を隔離し

日平均値をホームページで公開している。2014 年 1

た喫茶店の喫煙区域と禁煙区域で PM2.5 の濃度を

月、41 箇所で延べ 1,215 回の測定が行われ、1 日平

測定した結果を示す。喫煙者が出入りするたびに自

均値が環境省の基準値である 35μg/m を超えたの

動ドアが全開となり、タバコ煙が禁煙区域に漏れて

19：52

屋内

20：02

20：12

20：22

図 4 全席喫煙の居酒屋の店内のPM2.5の測定風景と結果
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図 5 壁と自動ドアで喫煙区域を隔離した喫茶店（手前は禁煙席）の測定風景と結果

おり、その濃度は 68μg/m3 に達した。喫煙区域は換

25 州とワシントン DC がパブ・バーを含めた屋内

気状態が悪く、PM2.5 は 700μg/m 超となっていた。

12）
施設が全面禁煙である（図 7） 。

3

この事例のように多額の費用をかけた対策でも受動

屋内施設を全面禁煙としている国では、その直後

喫煙は防止できないだけでなく、喫煙席にも立ち入

から心筋梗塞、その他の心臓病、脳卒中、呼吸器疾

らねばならない従業員の職業的な受動喫煙の原因と

患の入院数が減少したこと、しかも、その減少の度

なっている。飲食店等のサービス産業の受動喫煙対

合いは一般の職場だけでなく、レストラン、パブ・

策は、喫煙者の利便性ではなく、そこで働く人達の

バーなど適用範囲が広いほど大きかったことが報告

健康を守るために全面禁煙を推進せねばならない。

されている（図 8） 。
13）

Ⅶ . 法律による屋内施設の全面禁煙化の
状況とその効果

Ⅷ . オリンピック大会の準備に必要な
受動喫煙防止対策

世界保健機関（WHO）は 2005 年に「たばこの規

国際オリンピック委員会（IOC）は 1988 年のカル

制に関する世界保健機関枠組条約（Framework Con-

ガリー大会以降、オリンピックでの禁煙方針を採択

vention on Tobacco Control : FCTC）
」
を発効させた。

し、会場内外の禁煙化とともにタバコ産業のスポン

2013 年時点でわが国を含む 179 の国と地域が批准

サーシップを拒否してきた。近年、屋内施設を全面

している 。条約は、タバコ代の値上げ（高所得国

禁煙とする法律・条例がある国・都市で開催される

であれば 1 箱 1000 円）、禁煙治療の普及、広告の禁

ことが慣例となっている。2008 年の北京大会は市

止、タバコの陳列販売の禁止、パッケージの警告表

内のレストラン等を全面禁煙とする条例を施行した

示の強化とブランドカラーの排除、メンソールなど

上で開催された。イギリスは 2012 年のロンドン大

のフレイバーの禁止、そして、罰則を伴う法律によっ

会の 5 年前、2007 年に全土のレストランやパブを

て屋内を全面禁煙とすることを締約国に対して求め

含め、法律により屋内を全面禁煙とした。ロシアは、

ている。図 6 は、2012 年時点で一般の職場だけで

2014 年 2 月のソチ大会の開催にあたりソチ市を先

なく、レストランやパブ・バーを含む屋内施設を法

行して禁煙化し、同年 6 月からはロシア全土の屋内

律で全面禁煙としている国である 。2014 年 6 月よ

施設を全面禁煙としている。2016 年の大会が予定

り、ロシアでも屋内施設が全面禁煙となった。アメ

されているブラジルは、すでに法律によって屋内施

リカは州単位に規制されており、濃い色で示された

設は全面禁煙となっている。

10）

11）

（ －105－
0）

0

図 6 2014年までにすべての屋内施設を全面禁煙としている44カ国
（アイルランド、
アルゼンチン、
アルバニア、
イギリス、
イラン、
ウルグアイ、エクアドル、
オーストラリア、
カナダ、
ギリシャ、
グアテマラ、
コスタリカ、
コロンビア、
コンゴ、
スペイン、
セイシェル、
タイ、チャド、
トリニダード・
トバゴ、
トルクメニスタン、
トルコ、
ナウル、
ナミビア、
ニュージーランド、
ネパール、
パキスタン、
パナマ、
パプアニューギニア、
バルバドス、
ブータン、
ブラジル、
ブルガリア、
ブルキナファソ、
ブルネイ、ベネズエラ、ペルー、
ホンジュラス、
マーシャル諸島、
マルタ、
モンゴル、
ヨルダン川西岸地区、
リビア、
レバノン。
ロシアは2014年6月より全面禁煙）

図 7 一般職場、レストラン、バーの屋内施設を全面禁煙としている州
：3つのカテゴリーすべてが全面禁煙、

：2つのカテゴリーが全面禁煙、

：1つのカテゴリーが全面禁煙
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図 8 受動喫煙防止法の適用範囲と喫煙関連疾患の減少
（文献13より改変）
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2010 年 7 月、WHO と IOC は、すべての人々に運
動とスポーツを奨励し、タバコのないオリンピックを
実現すること、子どもの肥満を予防するために「健
康的なライフスタイルに関する合意文書」に調印し
ていることから、今後も屋内施設を全面禁煙とする
14）
国は増え続ける 。2020 年の東京大会に参加する

選手団と観光客の大半は、レストランだけでなくバー
も禁煙の国・地域から来日することとなる。2020 年
までに大会に使用される施設だけでなく、レストラ
ンやバー・居酒屋を含めた屋内施設を全面禁煙とす
る東京都条例が必要であるし、選手や観光客が他の
道府県に旅行しても受動喫煙の被害に遭うことがな
いように、国全体を対象とした受動喫煙防止法を施
行せねばならない。今後の東京都と日本政府の対応
が注目されている。

おわりに
わが国では禁煙治療に医療保険が適用されている
点以外、
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組
条約」の内容はほとんど実行されていない。喫煙と
受動喫煙による健康被害をなくすためには、まず、
諸外国のように罰則のある法律で屋内施設を全面禁
煙とすること、タバコ代を 1000 円程度に値上げす
ることを政府に期待したい。

文
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タバ コ 対 策 に つ いて
産業医科大学産業生態科学研究所
健康開発科学研究室


このたび、広報委員を担当することになりまし
た産業医科大学 産業生態科学研究所 健康開発
科学研究室の大和浩と申します。1996年２月に職
場の受動喫煙対策の調査を担当して以来、タバコ
問題に関わってきているため、
初回の委員会で
「タ
バコ対策について連載」
を依頼されました。
皆様の
日常診療に少しでもお役に立つような喫煙対策に
関する情報提供をしていきたいと思います。
最近、
ＪＲやタクシーが禁煙になった、
禁煙の飲
食店が増えた、
タバコの値段が上がった、
テレビで
タバコの銘柄広告を見なくなった、禁煙治療に医
療保険が適用された、など喫煙を取り巻く環境が

大和

変化してきています。
その源流は世界保健機関
（Ｗ
ＨＯ）
が推奨する国際条約である
「たばこの規制に
関 す る 世 界 保 健 機 関 枠 組 条 約（Framework
convention on tobacco control：FCTC）
」
をわが国
も 批 准 し て い る か ら で す。2005年 に 発 効 し た
FCTCは、表１に示す条項を世界各国が取り組む
ことにより、地球規模で拡大するタバコの流行に
よる被害から現在と将来の世代を守ることを目的
としています。2014年８月時点で179の国・地域が
批准しています。もちろん、わが国も2004年に批
准しており、規定された条項を誠実に履行する国
際的な義務を負っています。FCTCと同じレベル
の国際条約として温暖化防止を目的とした京都議

表１．
「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約（FCTC）」*
第５条
第６条
第８条
第９条
第10条
第11条
第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条

浩

一般的義務
（３項：タバコ規制に関する公衆衛生政策を
タバコ産業の干渉から保護することを含む）
タバコの課税及び価格政策の実施（先進国は１箱約1,000円）
受動喫煙からの保護
（屋内施設の完全禁煙化）
タバコ製品の含有物の規制（メンソールなどの風味づけの禁止）
タバコ製品の情報開示
タバコ製品の包装とラベルにリスクを明記（パッケージに写真で警告）
教育、
情報の伝達、
訓練、
啓発
タバコ広告、
販売促進、
スポンサーシップの禁止
禁煙治療の普及
（無料の禁煙電話相談の普及を含む）
タバコの不法取引防止
未成年への販売と未成年者による販売禁止
経済的に実行可能な代替活動支援の提供

脚注：
「タバコ」は戦国時代末期に鉄砲とともにポルトガル人によってもたらされた外来品で
す。筆者は、カステラやボタンなどと同様、カタカナ表記を用いています。一方、政府は従来か
ら「たばこ」はひらがな表記です。特に、タバコ産業は日本に根付いた商品であることを強調
する意図からひらがな表記を用います。
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写真２

写真１ 1997年のTobaccoControlの表紙

定書があります。
日本や欧米先進国だけでなく、
途
上国も含めて二酸化炭素の排出を足並み揃えて抑
制する必要があるからです。
欧米豪のタバコ対策は1990年代から進んでい
ますが、日本をはじめとしたアジアやアフリカの
対策は遅れています。
現状を放置すれば、
欧米豪で
売れなくなったタバコはアジアとアフリカに輸出
され、
人類全体の健康被害は止まりません。
そのこ
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満員の空港喫煙室

とを象徴するのが英国医学会誌
（ＢＭＪ）
グループ
の一つでタバコ対策専門の学術雑誌「Tobacco
Control」の表紙です（写真１）
。
アフリカに輸出さ
れるタバコを象徴しています。皆さんが担当する
患者さんで外国製のタバコを吸っている人も同様
に海外のタバコメーカーの犠牲者です。
空港
（写真
２）
や新幹線の喫煙室、
小倉駅前の喫煙コーナーに
群がっている人たちも、全員がタバコ産業の犠牲
者です。
医師として、一人一人に
「タバコをやめま
しょう」
と働きかけていきましょう。
今月から、こ
のようなタバコ関連の情報を提供していきたいと
思います。

北九州市医報（平成26年11月）第688号（ 15 ）

シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと受 動 喫 煙防止法・条 例


産業医科大学産業生態科学研究所
健康開発科学研究室

教授

大和

浩

７月29日、東京都庁のオリンピック準備局を訪
問し、
舛添都知事宛てに、
飲食店等のサービス産業
を含む屋内施設を全面禁煙とする要望書を提出し
た。
提出の主体は、
日本循環器学会や日本呼吸器学
会など21の医・歯学系学会で構成される禁煙推進
学術ネットワークであった。同ネットワークは、
2005年に「禁煙ガイドライン」を作成した９つの
医・歯系学会に、
その後、
学会としての禁煙宣言を
発した日本内科学会や日本産業衛生学会が加入
し、21学会に発展した組織である（図１）
。
これま
でに、
政府や財務省、
厚生労働省に対してタバコ税
の値上げや入院患者へのニコチン依存症管理料の
適用の拡大、職場の全面禁煙化などの要望書を提
出し、
その一部は実現されてきた。
今回、同ネットワークの委員長である藤原久義
先生（元岐阜大学教授で日本循環器学会の禁煙委
員会代表、現在は兵庫県立尼崎病院院長）
、日本内
科学会と日本循環器学会、日本動脈硬
化学会の３学会の禁煙推進委員会の代
表である福岡大学医学部長の朔啓二郎
教授、
そして、
受動喫煙防止対策担当の
筆者の３人で都庁のオリンピック準備
局を訪れ、都知事宛てに2020年の東京
オリンピック・パラリンピックまでに
飲食店等のサービス産業を含めたすべ
ての屋内施設を全面禁煙とする都条例
の制定を要望する意見書
（図２）
を提出
してきたのである（上記ホームページ
よりダウンロード可能）
。
その背景は二つある。
まず、
国際オリ
ンピック委員会（ＩＯＣ）は1988年の
カルガリー大会以降、オリンピックで

図１ 禁煙推進学術ネットワークのホームページ

図２ 東京都知事にあてた受動喫煙防止条例の要望書（作成時点では20学会）
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の禁煙方針を採択し、会場内外の禁煙化
とともにタバコ産業のスポンサーシップ
を拒否してきた。
次に、
先月号で紹介した
2005年に発効した「たばこの規制に関す
る世界保健機関枠組条約（FCTC）
」の第
８条
「受動喫煙からの保護」
では、レスト
ランやバーを含むすべての屋内施設を全
面禁煙化することを各国政府に求めてい
る。
現在までに44カ国で、また、アメリカ
は26州でそのような法律が実施されて
いることである。
その結果、
近年のオリン
ピックは飲食店等のサービス産業を含め
て屋内施設を全面禁煙とする法律・条例
図３ みんなの党の議員への講義後の意見交換（セクハラ
がある国・都市で開催されることが慣例
発言問題で有名になった塩村議員＝中央＝は受動喫煙対
となっている。
世界最大の喫煙者が住み、
策の理解も深い。右端が筆者）
わが国同様、喫煙対策の後進国である中
国も、2008年の北京大会は市内のレスト
ラン等を全面禁煙とする条例を施行した上で開催
の禁煙化が求められている、という事情も加わっ
した
（上海万博も同様）
。
イギリスは、
一般のレスト
ている。
ランはもちろん、かつては煙が立ち籠めていたパ
都知事宛ての要望書を提出後にプレスルームで
ブも全面禁煙する法律を2007年に施行した上で、
開いた記者会見の様子は、同日夕方の首都圏のＮ
2012年のロンドン大会を実施した。ロシアは2014
ＨＫニュースとして放送された。都医師会や日本
年２月のソチ大会を開催するためにソチ市を先行
禁煙学会からも同様の趣旨の要望書が提出されて
して禁煙化し、同年６月からはロシア全土の屋内
いたという事情もあったとは思うが、今回の要望
施設を全面禁煙としている。2016年の大会が予定
書に回答するかのように、８月17日のフジテレビ
されているブラジルは、すでに同様の法律を施行
「新報道2001」に出演した舛添都知事は「都議会の
ずみである。
協力を得て、条例を通せばできる。やりたいと思
今後もFCTCに沿って屋内施設を全面禁煙とす
う」
と発言した。
る国・州は増え続ける。
となると、
2020年の東京大会に来日する選
手団と観光客の大半は、レストラ
ンもバーも全面禁煙の国から来日
することになる。都庁への要望書
の提出は、東京大会までにそのよ
うな都条例を施行することを求め
たのである。
さらに、2010年７月、
ＷＨＯとＩＯＣは、すべての人々
に運動とスポーツを奨励し、タバ
コのないオリンピックを実現する
こと、子どもの肥満を予防するた
めに「健康的なライフスタイルに
関する合意文書」にも調印してお
図４ 居酒屋のタバコ煙濃度、PM2.5として300μg/㎥（松沢
氏と作田理事長に提供したスライドの１枚）
り、これまで以上にオリンピック
－111－
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図５ 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」ホームページ

その後、９月５日、
「神奈川県公共的施設におけ
る受動喫煙防止条例」を成立させた神奈川県前知
事で、現在は参議院議員の松沢成文氏の呼びかけ
により、みんなの党に所属するもう１人の国会議
員と都議４人に受動喫煙防止条例の必要性に関す
る講義をする機会があった
（図３）
。

禁煙学会の作田理事長がスイスのＷＨＯ本部とＩ
ＯＣ本部を訪問する予定であることが分かり、大
急ぎで日本の受動喫煙の状況に関するプレゼン資
料を提供した
（図４）
。
（http://tenji.med.uoeh-u.ac.jp/smoke/index.
htm）

みんなの党は「アジェンダ2013」に「国民の健康
を守るため、公共空間を原則禁煙にする受動喫煙
防止法を制定してスモークフリー社会を実現す
る」ために「受動喫煙防止法案」を国会に提出する
などの活動を行っている。
まずは、
この問題の重要
性を理解している党から活動が広がることを期待
したい。
また、
この講義の１週間後に松沢氏と日本

２人の訪問の直後、WHO-FCTCのホームペー
ジ、
しかもトップページにその写真が
「条約事務局
は東京の100％禁煙化を強く支持する」という
メッセージとともに掲載された
（図５）
。
今後、
日本
政府とオリンピック準備関係者に対して何らかの
アクションが発生し、元厚生労働大臣であった舛
添都知事が英断を下すことに期待したい。
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シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと受動喫煙防止法・条例（その２）


産業医科大学産業生態科学研究所
健康開発科学研究室

前月号に続いて、10月６日に東京都議会の公明
党議員の皆さんに同様の勉強会で五輪における受
動喫煙防止法・条例の必要性を説明する機会があ
りました。
都議会では、
公明党の野上純子議員を中
心に、以前から受動喫煙防止対策の強化について
活動しています。以下に野上都議のホームページ
の内容を紹介します。
受動喫煙の防止 公明党の提案で都が検討会の設
置を表明
（東京都議、
野上純子氏のＨＰより）
「私が、初当選した2001年ごろは、どの議会でも
喫煙が当たり前の時代だった。髪の毛や洋服につ
くヤニのにおい、
のどのいがらっぽさなどに、
我慢
するしかなかった。流れてくる煙による受動喫煙
は、
子どもでは、
ぜんそくなどの呼吸器疾患等と関
連があり、妊婦に対しては流産、早産、低体重児な
ど胎児への影響が指摘されている。特に紫煙が危
険で、がんにかかる率も高くなる。
紫煙とは、火の
ついたたばこを置いた灰皿から立ち上る煙のこと
だ。
自分では、たばこを吸わず、健康に気を使う生
活をしていても、危険因子をまき散らしている状
況下にいると防ぎようがない。
健康増進法が後押しになり、公共の施設内の全
面禁煙が進んだ。
しかし、
多くの人が利用するレス
トラン、
喫茶店などは、
一部で分煙対策を講じてい
ても、
受動喫煙の被害が問題になっている。
小さな
飲食店では、分煙できるスペースがないのが現状
だ。昼の時間帯だけ禁煙にして工夫している店も
あるが。
そこで、
都民の健康増進を図るため、
都内の飲食
店での受動喫煙防止に向けて、都として積極的に
取り組むべきだと、６月18日の都議会の第２回定
例会で提案した。
例えば、
禁煙店、
喫煙店、
分煙店な

教授

大和

浩

どの表示マークがあれば、利用する立場の人は店
を選択しやすくなるはずだ。
これに対し、
都側はま
ず手始めに検討会を設けて、受動喫煙防止に取り
組んでいくと答弁した。都が発信して全国に広が
れば、
受動喫煙防止は進むはず。
どれだけ医療費が
削減されるか分からない。
たばこの税金より医療費削減のほうが何倍も効
果的なのだから。
」
なお、野上都議は、2014年より都議会公明党副
幹事長に就任されています。
かつては、
ご自身も受
動喫煙に苦しんだ経験がおありなので、この問題
だけは与野党の立場を超えて、解決に向けて共闘
していただきたいと切に願うところです。
さらに10月16日、
「スモークフリー五輪」
実現へ
超党派議連近く発足、という見出しで国会議員
の動きが神奈川新聞に以下のように紹介されまし
た。
（http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=2014101500106705-kana-l14）
2020年の東京五輪までに受動喫煙防止法の制
定を目指す超党派の議員連盟が近く、
発足する。
現
時点で与野党から50人超が参加する見込みで、11
月の設立総会を予定。
たばこの害のない
「スモーク
１）の実現に向け、
“世界標準”の環境
フリー五輪」
整備に取り組んでいく。
議連は、
みんなの党の松沢成文氏
（参院神奈川選
挙区）や自民党の尾辻秀久元厚生労働相が中心と
なり２）、県内関係では社民党の福島瑞穂副党首
（参院比例）も呼び掛け人となっている。
会長には
尾辻氏が就任する予定だ。
設立趣意書には、世界保健機関
（ＷＨＯ）
と国際
オリンピック委員会
（ＩＯＣ）
が、たばこの害のな
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い五輪を目指すとした協定を結んでいる
点を重視し、
「五輪成功のためには受動喫
煙防止法を制定しなくてはならない」と
明記。
1992年のバルセロナ五輪以降、夏季五
輪の開催都市には罰則付きの法律や条例
が整備されており、
「対応していないのは
日本（東京）のみ」と指摘した。
受動喫煙対
策の充実で、喫煙率が低下し、国民の健康
増進や将来的な医療費の削減にもつなが
るとしている。
この問題では東京都の舛添要一知事も
８月の定例会見で、
「スポーツの祭典では
健康増進も目的の一つ。喫煙の害を防ぐ
ことは重要だ」と表明。
条例制定について
図 東京都主催のタウンミーティングの様子
も「十分考えられる選択肢だ」と前向きな
認識を示している。
害や心理的な障壁を取り除くこと）と同じ使い
禁煙補助製品を展開している
「ジョンソン・エン
方です。
ド・ジョンソン」
（本社・東京）
が今年４月、
主に屋内
２）自
 民党の尾辻議員は、タバコの産地である鹿児
で働く全国の男女８千人に調査したところ、五輪
島県の選出ですが、喫煙対策の重要性を良く理
までに東京都で条例を制定することについて
解されている議員です。
63％が賛成した。反対は11％。たばこを吸わない
３）当
 時のリーダーは、厚生労働大臣時代に
「国民の
人の７割強が賛成する一方、喫煙者の賛成は３割
健康のため」に110円の大幅値上げを実現した小
にとどまった。
都福祉保健局は
「喫煙者と非喫煙者
宮山洋子氏でした。
（筆者解説）
の相互理解が大切で、双方の立場の意見を聞くこ
とから始めたい」
と話している。
10月20日、
「舛添知事と語ろう！ in小金井」
とい
同法制定をライフワークとし、神奈川県知事時
うタウンミーティングが開催されました（図）
。
舛
代に全国初の屋内での喫煙を規制する受動喫煙防
添知事に直接訴えることが出来るチャンス、と
止条例を制定した松沢氏は
「日本はＷＨＯの
『たば
思ってはるばる参加しました。
しかし、
当日渡され
こ規制枠組条約』
を批准しながら、
受動喫煙防止対
たパンフレットの副題には「2020年に向けた地域
策が不十分で、
世界から非難されているのが現状」
をあげての外国人おもてなし」
と書かれており、
元
と説明。
「東京五輪成功という大義の下、法整備を
バレーボールの選手だった大林素子氏や元Ｊリー
推進するのは今しかない。東京都の取り組みも国
ガーの北沢豪氏と英会話学校の担当者らのやり取
政から後押ししたい」
と話す。
りと、外国人から道を聞かれたらこんな風に対応
国会では超党派の「禁煙推進議連」が2002年３
しましょう、
という寸劇に時間の多くが割かれ、
私
月に設立されたが、ここ２年ほどは休眠状態だっ
３）
の参加目的としては空振りでした。参加者の感想
た 。今回はこれを衣替えして再始動させ、法整
。
備の実現を目指している」
欄に「都条例が必要」としっかりと書いた意見に、
１）スモークフリーは「煙がない」という意味です。
知事が目を通してくれることを祈りたいと思いま
フリーウェイ（無料の高速道路）やバリアフリー
すし、
今後もあらゆる手段を通じて、
意見を述べて
（障害のある人が社会参加する上で物理的な障
いきたいと思っております。
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シ リ ー ズ 企 画

オリンピックと受動喫煙防止法・条例（その４）


産業医科大学産業生態科学研究所
健康開発科学研究室

2014 年 11 月 10 日、衆議院第二議員会館第５
会議室において
「東京オリンピック・パラリンピッ
クに向けて受動喫煙防止法を実現する議員連盟」
が発足しました。顧問は江田五月氏（民主）
、会
長に尾辻秀久氏（自民）
、
副会長に武見敬三氏（自
民）
、桝屋敬悟氏（公明）
、長妻昭氏（民主）
、小
池晃氏（共産）
、福島瑞穂氏（社民）
、そして、幹
事長兼事務局長に松沢成文氏（みんな→次世代）
など超党派による議連です。偶然、多摩市での講
演と同日だったので、終了後に駆けつけたのです
が、間に合いませんでした。後日、入手した記者
会見の模様を写真１に示します。
数年前にも超党派の
「禁煙推進議員連盟」
があっ
たのですが、休眠状態となっていたため松沢議員
の呼びかけで東京五輪のための環境整備に特化し
ての活動再開です。11 月 15 日の西日本新聞を
「受
動喫煙対策 法規制を論議する好機だ」で検索し
てみて下さい。
・世界保健機関（ＷＨＯ）と国際オリンピック委
員会（ＩＯＣ）が「健康なライフスタイルに関
する協定」を結び、オリンピックの開催都市は
屋内を全面禁煙とすることを求めていること
・2008 年以降の北京、ロンドン、ソチは法律・
条例で屋内全面禁煙であったこと
・2016 年のリオデジャネイロも屋内全面禁煙で
あること
・一方で、日本の対策は遅れていること
・飲食店等のサービス産業も職場であり、屋内を
禁煙化することは国民の健康増進と医療費削減
につながること
が き ち ん と 紹 介さ れ て い ま す。12 月 は 突 然 の
総選挙に追われていたと思いますが、議連の今
後の活動を応援していきたいものです（http://

教授

大和

浩

写真１ 超党派議連の設立記者会見の模様
（左から桝屋、江田、尾辻、松沢各議員）

smokefree-giren.net/）
。
続く 11 月 30 日、
「オリンピックを成功させる
ためのシンポジウム」が、受動喫煙のない日本
をめざす委員会（以下、委員会）の主催により、
赤坂の日本財団で開催されました。その様子は
TOKYO MX NEWS で「受動喫煙のない日本に
東京五輪までにたばこの煙のない環境へ」で視聴
出来ます。委員長は東京医科大学の衛生学公衆衛
生学の前教授で、2012 年からは公益財団法人健
康・体力づくり事業財団の理事長となられた下光
輝一先生でした。メンタルヘルスの分野で有名な
先生です。委員会は東京都四師会、日本医師会、
日本看護協会、日本栄養士会、日本体育協会、日
本ウォーキング協会、日本スポーツクラブ協会、
日本学校保健会、
日本ＰＴＡ全国協議会など医療、
スポーツ、教育など幅広い分野から 131 団体で構
成されています。
第一部のシンポジウムは、公益財団法人日本財
団の会長、笹川陽平氏の「国民の健康のため、日
本の名誉のために東京オリンピックを無煙で」と
いう力強い挨拶で始まりました（写真２）
。続い
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て、東京オリンピック・パラリンピック競技
大会準備運営局長の杉浦久弘氏からは「大会
会場外は都の管理。ＩＯＣからの禁煙化要請
もあり、受動喫煙防止対策を強化する。将来
の国民の健康の向上のレガシーとなるよう
に」
、下光委員長は 131 団体から舛添知事に
「東京都受動喫煙防止条例の請願と条例案の
提出について」という要望書を提出したこと
について（写真３）
、また、受動喫煙を防止する
ことは健康日本 21 の一環でもある、と続きまし
た。結核予防会の顧問・島尾忠男先生からも「日
本は受動喫煙による健康障害を証明した国であり
ながら、その対策は先進国の中で最低レベル。世
界から来日する選手の『おもてなし』の準備とし
て禁煙化を」と発言がありました。
第二部は、本誌 11 月号で紹介しましたが、日
本禁煙学会の作田学理事長、前述の議連幹事長で
ある松沢成文参議院議員がジュネーブのＩＯＣと
ＷＨＯの本部を訪問し、東京オリンピックが禁煙
で行われることを要請する手紙を舛添知事の秘書
に手渡したことが紹介されました。
第三部は、
東京都医師会副会長の尾﨑治夫先生、
同薬剤師会副会長の原博先生、北海道がん対策推
進委員会の松崎道幸先生から喫煙と受動喫煙によ
る健康障害について解説がありました。続いて、
私からは、すでに 44 カ国でレストラン、カフェ
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写真３ 下光委員長から都知事に提出された請願書

写真２ 舛添都知事の「条例を検討する」という
インタビュー記事を示しながら講演する笹川氏

やバーを含め屋内を全面禁煙とする法律が施行さ
れており、飲食店等のサービス産業の営業収入は
変化なし〜増収」であったことを解説し、わが国
でも全面禁煙のチェーンレストランを経営してい
るハングリータイガー（中田氏）とグローバルダ
イニング（山下氏）の各取締役から、全面禁煙の
飲食店の経営は日本でも可能であることについて
の発表が続きました。感動したのは中田氏の「ア
ルバイトをして働くのは高校生や大学生。自分た
ちのお店で働く若者が受動喫煙で健康を害するこ
とがあってはならない」
「分煙では従業員の受動
喫煙はなくならない。全面禁煙が必要」という言
葉でした。
このシンポジウムと 131 団体から都知事に提出
された要望書が、実効性のある東京都受動喫煙防
止条例の成立を促し、
東京オリンピックの成功に、
そして、日本全土をカバーする法律に発展するこ
とを期待しています。
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オリンピックと受動喫煙防止法・条例（その５）


産業医科大学産業生態科学研究所
健康開発科学研究室
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東京都と山形県の受動喫煙防止条例の、その後
よりもやっかいな存在です。
の経過について説明します。2014年７月29日、22
昨年９月の勉強会で知り合いになった東京都議
学会で構成される禁煙推進学術ネットワークから
会の音喜多議員が、私が測定した①都庁３階の喫
舛添都知事に対して東京五輪の成功のために屋内
煙室からの漏れ、②25階の全席喫煙の喫茶店の受
を全面禁煙とする都条例の制定を求めた要望書を
（14ページに続く）
提出し、８月17日のフジテレビ
「新報
道2001」
に出演した舛添都知事は
「都
議会の皆さんの協力も得て、議会で
きちんと条例を通せばできますか
ら。
これ、やりたいと思います」
と、前
向きな発言をしたことは、本誌の昨
年11月号で紹介しました。
ところが、都知事の発言から１カ
月後の９月16日、東京都議会自由民
主党幹事長から「東京都の受動喫煙
防止対策に関する緊急要望」が都知
事に対して出されたことが「報道機
関各位」に周知されました（図１）
。
Ｊ
ＴがテレビＣＭで繰り返し流す「吸
う人も、吸わない人も、心地よい世の
中へ」というマナーＣＭの内容その
ものです。このような業界寄りの発
言をする人たちを族議員と呼びま
す。日本禁煙学会が調べた自民党へ
の献金額の一覧表（図２）がホーム
ページに公開されております。
なお、
他党への献金はないそうです。さら
に、タバコ族議員は自身も喫煙者で
ある場合が多く、タバコ産業から
「屋
内を禁煙とする法律・条例を作った
ら先生たちも国会・議会棟で吸えな
くなりますよ」と吹き込まれている
ため「分煙以上の施策はダメ」と大き
図１ 東京都議会自由民主党幹事長からの緊急要望書
な声で反対します。他業種の族議員
－120－
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図２

タバコ業界から自由民主党議員への政治献金額一覧

（日本禁煙学会、自由民主党、政治献金、で検索）
議員数 108名

2014/10/31現在

表３ 自民党議員への献金額 3年間の合計金額が多い順
30万円以上
星野 伊佐夫
谷川 弥一
江渡 聡徳 ＊
山本 秀久
加藤 寛治 ＊
村田 吉隆
山田 俊夫 ＊
末吉 光徳
宮路 和明
衛藤 晟一
岸田 文雄
鈴木 俊一
野田 毅 ＊
野村 哲郎 ＊
大島 理森 ＊
河村 建夫
加藤 勝信
亀岡 偉民
坂本 剛二 ＊
吉原 修
金子 恭之 ＊
森山 裕 ＊
山口 俊一 ＊
岸 伸夫
金田 勝年 ＊
岡田 広
川井 しげお
長島 忠美 ＊
古川 禎久

合計金額

2,777万円

2010年～2012年（平成22～24年）

30万円未満～10万円超え

10万円以下

¥1,781,150 保利 耕輔
¥1,096,500 後藤田 正純

衆・佐賀３区

¥100,000

衆・徳島３区

¥260,000 熊谷 大
¥250,000 冨樫 博之

参・宮城

衆・長崎３区

衆・秋田１区

¥100,000

衆・青森２区

¥1,020,000 山本 順三

参・愛媛

¥250,000 額賀 福志郎

衆・茨城２区

¥100,000

新潟県議会議員

熊本県議会議員

¥931,500 北村 誠吾

衆・長崎４区

¥250,000 上野 道子

参・栃木

¥100,000

衆・長崎２区

¥862,750 高橋 ひなこ

衆・比例東北・青森県

¥200,000 秋元 司

衆・比例東京

¥100,000

衆・比例中国・岡山県

¥850,000 山崎 力

参・青森

¥200,000 小田原 潔

衆・東京都21区

¥100,000

参・比例・富山県

参・山形

¥100,000

衆・比例中国・（本来福島県）

¥200,000 平 将明
¥200,000 松島 みどり

衆・東京４区

衆・長崎九州・長崎県

¥800,000 岸 公一
¥800,000 吉野 正芳

衆・東京１４区

¥100,000

衆・比例九州・鹿児島５区

¥800,000 根本 匠

衆・福島２区

¥200,000 村上 英子

東京都議会議員

¥100,000

参・比例・全国区・大分県

¥779,300 永岡 桂子 ＊

衆・比例北関東・茨城７区

¥200,000 石原 宏高

東京・比例・第3区

¥100,000

衆・広島１区

¥770,000 西川 公也

衆・栃木３区

¥200,000 北村 茂男

衆・石川３区

¥100,000

衆・岩手２区

衆・千葉３区

¥100,000

東京都第76支部支部長

¥200,000 若林 健太
¥200,000 藤川 政人

参・長野

衆・比例九州・熊本県

¥660,000 松野 博一
¥660,000 門傳 英慈

参・愛知

¥100,000

参・鹿児島

¥600,000 中原 八一

参・新潟

¥200,000 上野 賢一郎

衆・滋賀２区

¥100,000

衆・青森３区

¥500,000 宮腰 光寛 ＊

衆・富山２区

¥200,000 高市 早苗

衆・奈良２区

¥100,000

衆・山口３区

参・石川

¥100,000

衆・鳥取１区

¥200,000 浜田 和幸
¥200,000 青木 一彦

参・鳥取

衆・岡山５区

¥450,000 岡田 直樹
¥428,000 石破 茂

参・比例中国・島根

¥100,000

衆・福島１区

¥400,000 松村 祥史 ＊

参・熊本

¥200,000 長岡 肇太郎

山口市議会議員

¥100,000

衆・東北比例・福島５区

¥400,000 衛藤 征士郎

衆・大分２区

¥200,000 坂本 哲志

衆・熊本３区

¥100,000

東京都議会議員

衆・鹿児島４区

¥100,000

鹿児島県議会議員

¥200,000 江藤 拓
¥200,000 保岡 興治

衆・宮崎２区

衆・熊本５区

¥400,000 小里 泰弘
¥400,000 通畠 幸一

衆・鹿児島１区

¥100,000

衆・鹿児島５区

¥400,000 島尻 安伊 ＊

参・比例・沖縄県

¥200,000 岩城 光英

参・福島

¥100,000

衆・徳島２区

¥350,000 赤澤 亮正

衆・鳥取２区

¥180,000 西銘 恒三郎 ＊

衆・沖縄

¥100,000

衆・山口２区

¥329,550 福山 守

衆・徳島１区

¥165,644 麻生 太郎

衆・福岡８区

¥80,000

衆・秋田２区

¥300,000 寺井 正邇

徳島県議会議員

¥150,000 中川 雅治

参・東京

¥50,000

衆・茨城

¥300,000 大野 敬太郎 ＊

衆・香川３区

¥150,000 甘利 明

衆・神奈川１３区

¥50,000

東京都議会議員

¥300,000 塩崎 恭久

衆・愛媛１区

¥150,000 持田 文男

神奈川県議会議員

¥50,000

衆・新潟５区

¥300,000 高野 光二郎

参・高知

¥150,000 白石 徹

衆・愛知３区

¥50,000

衆・宮崎３区

¥300,000 山本 有二

衆・高知３区

¥150,000 細田 博之

衆・島根１区

¥50,000

参・比例・福岡

¥150,000 小島 敏文

衆・比例中国・広島県

¥50,000

参・佐賀

¥150,000 小林 史明

衆・広島７区

¥50,000

参・長崎

¥150,000 寺田 稔

衆・広島５区

¥50,000

衆・島根２区

¥110,000 平口 洋

衆・広島２区

¥50,000

参・徳島

¥110,000 安倍 晋三

衆・山口４区

¥50,000

衆・山口1区

¥50,000

衆・比例四国・香川

¥50,000

衆・香川１区

¥50,000

衆・愛媛２区

¥50,000

衆・愛媛４区

¥50,000

衆・高知２区

¥50,000

衆・高知１区

¥50,000

佐賀県知事

¥50,000

衆・和歌山１区

¥50,000

衆・和歌山２区

¥50,000

衆・和歌山２区

¥50,000

大家
福岡
金子
竹下
中西

敏志
資麿
原二郎
亘 ＊
祐介

高村 正彦
瀬戸 隆一
平井 卓也 ＊
村上 誠一郎
山本 公一
中谷 元
福井 照
古川 康
門 博文
二階 俊博
石田 真敏

合計金額の算出方法：政治資金収支報告書に名前が記載されて受領している議員、
自由民主党の選挙事務所に対しての献金があったときの代表議員を明記。
＊は「たばこ塩産業特別委員会」所属議員（2014/3/18現在)
出典 ： 総務省掲載の政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書、各都道府県の選挙管理委員会に提出された政治団体の
収支報告書(要旨)
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25
図３ 東京都庁︑喫茶店の受動喫煙

（12ページから）
動喫煙
（図３）
、
③32階の11 ～ 14時の禁煙タイムが
終わると喫煙可能な喫茶店の受動喫煙をPM2.5で
評価したグラフを使って議会質問をしても、最大
会派の自民党からこのような
「緊急要望書」
が提出
されていては、都知事が10月の定例記者会見で
「分煙をもっと勧める必要があると思う」
と態度を
変えたのも不思議ではありません（図４）
。
恐るべ

し、
タバコ産業！
さらに、１月号で紹介した山形県でもタバコ産
業の裏工作は着々と進んでいました。まず、2014
年３月、屋内を禁煙とする条例化の決定が先送り
され、４月に行われたパブコメでは条例化に反対
するコメントが1,017件に対し、賛成はたった６件
でした。国民の８割が非喫煙者であることを考え
ると、タバコ産業の組織票が入ったことは明らか
－122－
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です。同年12月の県議会で
は、罰則規定がない山形県
独自の「宣言（案）
」を策定す
る、ということが提案され
ました。図５（16ページ参
照）
に示すように、子どもが
主に利用する施設と医療機
関は敷地内禁煙を100％実
施する、という点は良いの
ですが、やはり喫煙室の設
置が容認され、かつ、争点で
あった飲食店等のサービス
産業は「当面は、分煙を含
め、各業態の実情に合わせ
た実効性のある対策を促
す」という内容が示されま
した。この件に関して12月
24日から１月23日にかけて
「宣言（案）
」に関するパブコ
メが開始されました。１月
中旬、ＮＰＯ法人山形県喫
煙問題研究会の川合会長か
ら禁煙関連のメーリングリ
ストで「条例賛成の意見を
送って下さい」と呼びかけ
がありました。全国で禁煙
に係わる活動をされている
図４ 受動喫煙防止条例に関するインタビュー
約800人の方に、例えば、
「子
（朝日新聞デジタル、2014年12月27日）
育て支援に屋内禁煙化」
「安
全安心の山形県にタバコ対
策は必須」
「分煙では従業員の受動喫煙を防止でき
同様の妨害は神奈川県、兵庫県、京都府、大阪府
ない」
「マナーの問題ではなく命の問題」など短く
でも大金を使って行われていたのだと思います。
ても良いのでコメントを送って欲しい、とメール
喫煙対策の推進を妨害するタバコ産業のことを海
で呼びかけたところ、
数人の方から
「すべての人を
外では「Big Tobacco」と表現されています。
「Big
タバコから守りましょう、
と送りました」
などのお
Tobacco」に対抗するには市民の声が大切です。
同
返事がきました。これから発表される山形県宣言
様のパブコメには是非一言「働く人がいる場所は
が少しでも前向きな形で発表されることを期待し
全面禁煙」
と送って下さい。
ています。
パブコメの締め切りが遅ければ、
この原
「吸わない人が心地よい世の中」
は、どんな場所
稿を通じて北九州市医師会の1,800人のドクター
でも受動喫煙が発生しない社会です。自分がタバ
にも呼びかけられたのに残念です（このようなメ
コ臭い場所に行かなければ良い、
ではなく、
飲食店
ルマガを配信しておりますので、希望される方は
で働く人たちの受動喫煙も無くなるまで、情報発
yamato@med.uoeh-u.ac.jpまでご一報下さい）
。
信を続けていきます。
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（

～県民みんなで取り組もう「きれいな空気で健康長寿日本一」～

受

案

）

の

概

要
資料１

民】

※職場(31.9%)、家庭(17.0%)、飲食店(39.3%)

※現状値：平成２４年度県政アンケート調査による。

図５

政】

県民、事業者、行政等が参加する「やまがた受動喫煙防止宣言実行委員会（仮称）」の設置

・たばこの煙や受動喫煙防止に関する正しい知識の普及と啓発
・乳幼児健診等の場を活用し、妊産婦やその家族に対する重点的な啓発
・喫煙者に対する喫煙マナーの遵守と周囲への配慮の呼びかけ
・対策の表示用ステッカーの普及
・事業者と受動喫煙防止に関する検討会などの意見交換の場を設置し、主体的な取
組みを促し、その取組みを内外にアピール
・禁煙相談や治療を実施する医療機関等の情報発信

○県民、事業者等と連携・協力した施策の推進

受動喫煙防止に関する施策を推進するとともに、保健医療関係者等と連携・協力し
て禁煙したい人に対して支援する

【行

・受動喫煙防止に関する情報発信や禁煙教育の実施
・禁煙相談や治療など禁煙支援の実施

○健康教育・禁煙支援の展開

健康教育に積極的に取り組むとともに、禁煙したい人に対して支援する

【保健医療関係者等】

やまがた受動喫煙防止宣言（案）の概要（2014年12月時点）

○利用者の意見を反映した対策の実施

・施設における禁煙や完全分煙等の対策の実施
・対策の内容を見やすい場所への表示
・従業員の健康を守るための効果的な対策の実施

○行政との連携、事業者間連携による主体的な対策の実施

行政との連携や事業者間の相互連携を図りながら、具体的な対策を主体的に推進す
るとともに、本県を訪れる人々を「きれいな空気でおもてなし」する

【事業者等】

・受動喫煙防止イエローカード等の活用による事業者等への働きかけ

○県、市町村、事業者等が実施する対策への協力

・公共的な施設はもとより、家庭内や地域の集会、友人同士の会食などあらゆる場
面で周囲の人を不快にさせないよう配慮

○喫煙マナーの遵守

たばこの煙や受動喫煙の悪影響について正しく理解し、受動喫煙の防止に努め、特
に子どもや妊産婦を受動喫煙の悪影響から守るとともに、本県を訪れる人々を「きれ
いな空気でおもてなし」する

【県

［喫煙マナーの向上］
○受動喫煙の機会の半減

［事業者等の取組み]
※現状値：平成２６年度山形県受動喫煙対策等実態調査等による。
○子どもが主に利用する施設及び医療機関 ⇒ 敷地内禁煙の実施率１００％ ※幼稚園(85.1％)、小中学校（97.1%)、高校(100%)、児童福祉施設(90.0%)、病院(64.7%)
○公共性の高い施設 ⇒ 敷地内禁煙又は建物内禁煙（完全分煙）の実施率１００％ ※官公庁施設(97.3%)、美術館(97.5%)、体育館(98.8%)、集会所(98.5%)
○不特定多数の者が利用する施設 ⇒ 施設の種類ごとの受動喫煙防止対策（建物内禁煙、完全分煙等）実施率の倍増 ※飲食店(40.2%)、宿泊施設(63.4%)、理容店(27.9%)
（当面は、分煙を含め、各業態の実情に合わせた実効性のある対策を促す。）

⇒ 平成３０年度から後期プラン

誰もがきれいな空気で快適に過ごせるよう、受動喫煙をなくします
県民、事業者等すべての人が、たばこの煙が健康に及ぼす悪影響について認識を共有し、受動喫煙のない地域社会づくりを協力して進めます
未来を担う子どもや妊産婦を、県民みんなで受動喫煙の悪影響から守ります
本県を訪れる人が快適に過ごせるよう、「きれいな空気でおもてなし」します
※ 地域や職場、事業所、関係団体などにおいても、それぞれの立場から具体的な受動喫煙防止対策に取り組むことを宣言し、主体的に対策を推進していく。

目標年度：平成２９年度（「健康やまがた安心プラン」中間見直し）

１
２
３
４

県民、事業者、行政が一体となって、受動喫煙のない地域社会づくりを推進するという強い意志を「宣言」という形で表明するとともに、受動喫煙防止対策を健康づくり施策の
重要な柱の一つに位置付け、健康長寿日本一の実現を目指していく。
また、国内のみならず海外から山形県を訪れる方々にも快適に過ごしていただけるよう、県民あげて受動喫煙防止対策に取り組み、この取組みを全国に発信していく。

ま

目標の進捗状況の管理や取組みの評価

役
割
・
主
な
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み
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期
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や
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